
【調査日時】 ４月２５日 １０：００～１１：３０ 

【訪 問 地】 レジデンス・デュラベー高齢者住宅（パリ） 

【調査内容】 フランスの郊外型高齢者住宅の現状と課題等について 

【対 応 者】 広報担当 

【調査要旨】 

 フランスは、世界でも最も早く高齢化

社会を経験した国の一つで、２０世紀の

初頭には６０歳以上の人口が約１３％に

達した。 

。 

フランスの高齢者施設は、保健施設

と社会施設の２つに分類され、保健施

設は医療ケアを行う「長期医療ケア機

関」が、そして社会施設では「老人ホー

ム」や「集合住宅」が中心となる

レジデンス・デュラベー高齢者住宅に

おける施設概要や現状と課題について、広報担当より聴取した。 

広々としたレジデンス・デュラベー高齢者住宅

レジデンス・デュラベー高齢者住宅は公共施設であり、約４０年前に設置され、収

容人員は２０９名である。２０００年を機に大規模な改修を行い、現在に至っている。 

この施設の受け入れ年齢は６０歳以上となっているが、８５歳以上の入居者が大半

をしめている。７０歳代の高齢者もいるが、少数でメンタル（精神）等、様々な障害をも

っている方のみ入居している。 

数年前までは、１００歳を超える高齢者は珍しかったが、最近では１００歳を超える

ことは決して珍しいことではなく、本施設にも１０３歳や１０４歳の人も入居している。 

 この施設は、隣のコミューン（市町村ではない）にも設置され、ここの収容人員は 

１１０名で、全体の運営規模は３１９名である。 

施設機能として、新たなサービスも展開しており、自宅における治療をサポート（在

宅サービス）や病人を介護する家族への支援を行っている。フランスのある調査機関

によると、介護する人間は介護される人間よりも先に死んでしまうなど、家族に過度な

負担がかかると報告されており、在宅

で介護をする家族に対する支援の充実

も図っている。 

広報担当（手前右） 

施設の入居者は平均８５歳で、病気

でない方もいるが、多くは心臓病やア

ルツハイマーなど何らかの疾病をもっ

ている。 

高齢であっても、自活できる人は入

居できないシステムになっており、何ら

かにおいて支援を要する人が入居して
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いる。また、医療施設も整っている。 

施設の理念は、①先ず、入居にあたっては、本人が入居を希望されていることが大

前提であり、家族が望んでも本人の希望が何よりも必要であるということ。②入居者

が、自宅にいるように自分自身の行動に対し自らが判断できるよう、実社会に近い生

活環境をつくり、様々なアクティビティーに参加できること。を大切にしている。 

フランスでは、老人ホームといえば、親などを施設へ預けてしまうネガティブなイメ

ージでみられがちだが、施設側は、入居者は人との交流が図られ、様々なアクティビ

ティーに参加することによって快活に生活が送ることができるということを、家族に丁

寧に説明し、理解を得ているところである。そのアクティビティーも、常にメニューを変

えることによって、入居者に刺激を与え続けている。 

施設者会議を、１５年前に創設し、２ヶ月に１度会議を開催している。 

この会議は、心理学者も参加しており、入居者自らが議題を提案して、施設内の諸

課題を協議し改善している。例えば、食事の献立メニュー、入居サービス、旅行、アク

ティビティーなどにおける事柄について話し合いをするなど、入居者自らが施設運営

に関わり、社会生活から遠のかないようにすることを目的として行なわれている。 

 ２つめの施設を設置してからは、施設

内に保育所も設置して、近所の１８ヶ月

～３歳までの子どもを預かり、世代間の

交流を図っている。 

施設内にある保育所 

入居者の反応としては、子どもが好き

な高齢者は関心を示す一方、子どもの

嫌いな高齢者などもおり、様々な反応は

あるものの、この世代間を超えた交流事

業は、アルツハイマーの人などに非常に

効果がある。 

アルツハイマーを中心とした患者を受け入れているフロアー入居者と子どもたちの

交流会を実施した結果、子どもたちの元気な姿は、入居者に元気を与え、精神的側

面における介護の予防にもつながっており、また子どもの育成においては、豊かな人

間性を育むとともに、将来、「高齢者を大切にできる」、「人のことを思いやることがで

きる」人として成長するなど、高齢者との交流を通して築かれる人間関係は、大きな

影響をもたらすものとして、成果を挙げている。 

施設入居者の費用は、月額２,４００ユーロ（日本：約２４万円）である。公共施設で

あるため、費用は３つのカテゴリーに分かれている。１つは、“費用を自己負担で払え

ることができる場合”、２つめは、“一部支払うことはできるが、家族が負担する場合”、

３つめは、“低所得者で社会扶助が必要な場合”である。現在、入居者の半数は自己

負担で、半数は県の援助で入居している。 

２００７年にサルコジ前大統領は、自活できない高齢者のため、老人ホームの費用

を国の社会保障制度から負担すべきとの議論をおこなってきたが、世界的経済不況
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に陥ったため、この議論は立ち消えになった。 

当施設のディレクターは、老人ホーム協会の会長も兼務しているとのことであるが、

ディレクターが問題視しているのは、老人ホームの入居費は決して高くはないが、入

居者本人が負担する入居費が戻ってこないことが問題であると指摘している。これは、

在宅で心臓病を患っている人が病院で治療し、支払った治療費の自己負担分は、後

にフランスの社会保障制度から払い戻されることになっている。しかし、老人ホームに

入居しているアルツハイマーの入居者が治療をした場合は、老人ホームの入居費と

治療費は、払い戻されることはない。フランスは、老人ホームに入居している人は、し

ていない人に比べて、治療などにかかる医療費に不公平感があると指摘している。 

当施設の費用は、フランスの老人ホームの平均的な費用、月額２,４００ユーロ（日

本：約２４万円）で、その入居費用を定めるのは県である。フランス人の年金は、年約

１,３００～１,４００ユーロ（日本：約１３～１４万円）であり、年金受給額から比べると入

居費用はかなり高額であり、低所得者は老人ホームに入居できないことになるが、こ

の施設は社会扶助を行う認可施設なので入居できないという心配はない。しかし、自

活できない高齢者が約６０万人いるといわれるなか、その生涯を自宅で送る人と高齢

者施設で送る人と、半々程度いるといわれ、今後さらに在宅でのサービスを充実させ

ていくことが求められている。 

自活できない高齢者（６０歳以上）に対するカテゴリーもあり、対象とされる高齢者

に依存度を質問して、レベル分けを行っている。そのレベルによって、在宅サービス

に係る費用を個人自立給付制度の手当（収入や依存度により異なる）として受給する

ことができる。施設の入居者もこの手当を受給することはできるが、当然のことながら

額は少なくなる。 

フランスの要介護認定の仕組みは日本とよく似ており、フランスでは１級～６級の

要介護認定基準のカテゴリーに分かれ、１級が最高度の要介護者であるのに対し、６

級は自立した者としている。入居者の平均は３、４級程度である。６級の方も入居して

いるが、それは、特に高齢であるとか一人暮らしを送るには安心できないなどの特殊

な事情を持っている人であり、手当は支給されないこともある。 

 日本では、国民から介護保険料を徴収し、介護保険制度が成り立っているが、フラ

ンスでは個人の判断で将来に備える程度で、日本のような国民皆保険制度をとって

いない。 

地域住民も利用できるレストラン 談話室には絵画も置いてある
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そもそも、フランス国民の意識は、病気などのために介護を必要としたり、自活でき

なくなるなど、将来に対して悲観視することは、タブー視されている。年を重ねていけ

ば、誰でもいつかおとずれることとして、そのことを予測して事態に備えることをしない

ということである。 

当施設が所在地のサンモールの人口は、約７万人で比較的高齢者が多い地区で、

民間施設は５つあり、収容人員は６０～７０人と小規模な施設が設置されている。 

また、介護職員をめぐる現状と人材の確保などについては、国家資格の介護士な

どがあるが、介護士の資格を有する者が必ずしも高齢者介護の職場に就くわけでな

く、一般病院などで従事するなど、人材確保などの課題があることは否定できない。

幸いなことに当施設は、介護士の研修学校を運営しており、毎年３５名の卒業生の中

から介護職員を迎え入れ、今のところ人材不足までには陥っていないようである。 

約２００名の入居者に対する職員配置の割合であるが、高齢者１人に対して０．７

人で、フランス全体からすれば、平均よりやや上回っているが、スカンジナビア諸国と

比較すると低いほうである。とりわけデンマークは進んでおり、高齢者１人に対し職員

１人となっている。 
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ある。 

 参考までに、フランスには約１０,０００

の老人ホームがあり、約５,０００は公共

施設で、約２,５００は協会・団体（宗教団

体や赤十字社など）が運営しており、残

りの２,５００は民間企業などの上場企業

が経営する利潤追求型の老人ホーム

である。

施設内にはネイルサロンも 

レジデンス・デュラベー高齢者住宅は、

公共施設でもあり収支のバランスがと

れていればよく、無理のない長期の安

定的な事業を立てているので、経営状

態の心配はない。

洋服店も 

施設内には、靴屋や散髪屋など様々

なお店がある。これも施設側の説明に

よれば、地域住民も、施設内の食堂や

お店が利用できるようにして、できるだ

け実社会に近い環境のなかで入居者

が生活できるように工夫しており、地域

とともに歩む老人ホームの運営の在り

方について、日本でも参考にすべきで

あると感じたところで



【調査日時】 ４月２５日 １４：００～１５：３０ 

【訪 問 地】 全国家族手当金庫：ＣＮＡＦ（パリ） 

【調査内容】 フランスの子育て支援政策の現状と課題等について 

【対 応 者】 国際部長、担当者 

【調査要旨】 

 少子化問題が大きな課題となっている日本では、２０１０年の合計特殊出生率は１．

３９と２００９年の１．３７から、若干持ち直してはいるものの、近年のフランスの出生率

は２０１０年の２．０７と高い率を維持している。１９９６年には、１．６５まで落ち込んだ

フランスの出生率が回復し、少子化に歯止めがかかった理由の一つとして、家族給

付制度などのきめ細かい政策の実施が

挙げられている。 

全国家族手当金庫の行なっている運

営と背景、更には制度のしくみや国・地方

自治体の関わりについて、国際部長から

説明を聴取した。 

全国家族手当金庫は、国の機関では

なく、国から強い管理を受けている公共

機関であり、各県に１～２あり、全国では

１２３ある地方金庫を管理している。 

金庫の大きな使命は大きく３つ分かれ、

①家族政策を進めること、②住居政策を進めること、③最低社会保障（ＲＳＡ－就労

連帯手当あるいは積極的連帯所

国際部長より説明聴取 

得手当とも呼ばれる）を進めることである。 

管理している総額は、７５０億ユーロ（日本：約７兆５,０００億円）にも上り、受給者は 

約１,１００万人、コンピューターに記録されている人の総数は、フランス人口半分の 

約３,０００万人に及ぶ。 

家族手当の政策は、５つの優先事項になっており、乳幼児の受け入れ、②大家族

へのサポート、③家族に対する住宅援助、④単親家庭の子どもに対する援助（主に

母子家庭）、⑤貧困家庭の子どもに対する援助などである。 

先ずは、①の乳幼児の受け入れの施策についてであるが、フランスは出生率２人

以上で、欧州では一番高く、また、女性の就業率も高く、仕事と家庭が両立している。 

これは、第二次世界大戦によって、人口動態に変化をもたらした為、政府は新たな

政策をうちたて、家族政策は家庭にいる母親を対象として大々的な支援を開始した。 

しかし、１９７２年からは就労する女性を対象とする支援に大転換した。その背景に

は、働きたいという願望と子どもを生み育てたいという、女性の２つの願望を叶えるた

めであった。 

具体的な支援として、幾つかの例を挙げれば、妊娠している女性に対し妊娠７ヶ月

の段階で９００ユーロ（日本：約９万円）の手当が支給される。次に、出産後は働くか否

かの選択をすることとなるが、働かない場合は、出産休業手当として働いていたとき
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の給与と同じ額が、２人目までは１６週間、３人目からは２６週間分が支給される。ま

た、父親に対しても、育児休暇として２週間分ほど同様の制度として手当が支給され

る。更には、父母とも退職し働かない（育児に専念）ことを選択すれば、３歳まで５６６

ユーロ（日本：約５万６,６００円）/月手当が支給される。 

逆に、働く選択をした場合でも保育所の入所、保育ママ（３人まで預けることができ

る）の制度を利用でき、更には祖父母の保育に対する支援などを行い、女性が子ども

を生み働きたいというニーズに応えられるよう様々な自由選択制度を設けている。 

このような様々な選択肢に的確に対応するため、金庫では「わたしの子ども」という

ホームページのサイトを立ち上げ、利用者の家族条件を入力すれば、どのような手当

があり、どのようなサービスを受けることができるかが、即座に情報が得られるサービ

スを提供している。 

２０５０年の段階を予測すると、実質の受益者である子どもたちは、将来は納税す

る世代となり、自らが社会保障を支える当事者になる。つまり出生率を高めていくの

は未来への投資でもある。この乳幼児受け入れに約１３０億ユーロ（日本：約１兆３００

０億円）支給されている。 

②の大家族へのサポートの施策についてであるが、家族の規模による負担の違い

や、貧困の問題が出てくることから、貧困対策の支援である。家族手当で子どものい

ない家庭では、平均支給額が３７０ユーロ（日本：約３万７,０００円）/月だとすると、 

３人以上の子どもがいる家庭においては、約７００ユーロ（日本：約７万円）/月が支給

されることになっている。 

③の家族に対する住宅援助の施策についてであるが、住宅手当は、家族構成や

年収などに応じて額は変動するが、再分配の割合が多い重要な役割を担っている。 

④単親家庭の子どもに対する援助（主に母子家庭）についてであるが、日本と同様

に、単親家庭は、全体の１９％を占め、その９８％が女性一人で子どもを育てている。

このような母子家庭に、家族援助手当として９０ユーロ（日本：約９千円）/月を支給さ

れ、貧困家庭には最低で７００ユーロ（日本：約７万円）/月を保障している。 

また、離婚後に父親が母親に対し、養育費を払わない場合は、第３のアクションとし

て金庫から母親に養育費の手当が支給される。 

家族手当政策は５つの優先事項になっている

 ⑤貧困家庭の子どもに対する援助

の施策についてであるが、貧困対策

はユニセフが行う以前から当金庫が

行っており、金庫が行う前では貧困対

象となっていた子どもは２７％にも上っ

ていたが、今ではその割合が７％とな

り２０％も激減している。 

以上のように、家族政策の傍ら、金

庫が他に担当している政策は最低社

会保障であり、就労連帯手当、積極的
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連帯所得手当がある。この手当は、社会的に分離されている未就労者に対し、 

４７５ユーロ（日本４万７,５００円）/月を最低保障として支給している。また、就労はし

ているものの給与所得が上がらない低所得者に、最低保障として１８０ユーロ（日本：

１万８,０００円）/月手当として支給している。 

これらの、複雑で多岐にわたるニーズに沿う、情報やサービスに対応するため、当

金庫はフランスで最大の情報・電算システムを導入している。 

全国家族手当金庫は、４年おきに国との間に目標達成のための契約を締結する。

その契約の内容には、予算や家族サービスの質の向上なども含まれ、申請された書

類を２週間以内に処理（貧困家庭は１０日以内）、年間１,４００万人が訪れる相談窓口

の待ち時間を２０分以内、電話相談には９０％以上対応、コンピューターシステムの開

発など、更なるサービスの向上を図っていくことなどが契約に盛り込まれている。 

また、サービス向上の枠組みのなか、不正行為の管理も強化している。 

書類情報を登録しているコンピューターで、受給者の非整合性を検索し、監査官に

よる現地での実態調査、税務署とのシステムに接続して収入に対する整合性の確認

などの作業を行っている。 

 冒頭に述べたとおり、全国家族手当

金庫は国家が運営しているのではなく、

公益法人として運営されているが、その

背景は、１９世紀にキリスト教を信仰す

る経営者（雇用者）が、そのもととなった

家族金庫をつくり、家族手当を支給した

のがはじまりである。その後、社会の進

展により、徐々に様々な家族手当が導

入され、１９１８年に現在の家族手当金

庫（当時は家族手当保障金庫）が創設

された。１９３２年には、国において「家族手当法」が施行され国の施策となり、１９４５

年には、家族手当が初めて社会保障の枠組みの中に組み込まれた。このような経緯

から当金庫は、国の管理下にあるものの、労使・家族団体の代表などの理事で構成

する理事会が意思決定機関となっている。政府は、家族政策の根幹を決定するとき

や変更する際は理事会に意見具申を求めているのであ

多種多様な施策が整っている

る。 

金庫の財源であるが、その歴史的背景から６割は事業主の負担金、２割が国（所

得税や付加価値税）、２割が一般社会拠出金（税金の１つ）で運営され、職員は約４０

０名、地方金庫の職員を含めると約３３,０００名の職員が業務に従事している。 

財源の事業主負担の割合が６０％と最も高いため、景気動向によりその財源の確

保が困難になったり、国家予算が赤字になったりと、過去に単年度で２０億ユーロも

の赤字になったこともあったが、推察するに、金庫に何らかの繰越金のような予算が

あったので、大きな問題までには至らなかったようである。 

サルコジ前大統領が提案していたのは、まさにこのような不測の事態に備えるため
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に景気が低迷しているときには、事業主の負担を免除あるいは軽減をする反面、安

定的な財源を付加価値税などから広く薄く補うべきとの提案をしていたが、先の大統

領選挙で政権交代による影響がどこまで出てくるのか気にかかるところである。 

この各種手当は、何に使ってもよいとされ、当然のことながら育児全体として使わ

れており、新学期がスタートすれば文具等も必要になる低所得者層に対し、約３００ユ

ーロ（日本：約３万円）の新学期手当が支給される手当もある。ただ、懸念されるのは、

モラルの欠如した親が、遊興費に使っているのではないかとの指摘もあり、アンケー

ト調査を実施したところ、約９６％は子どもの育児のために使っているとの結果を得て

いるようである。 

家族手当を受給する資格の要件であるが、国籍を有していなくてもフランス当局が

発行している滞在許可証があれば受給の対象となる。外国人受給者は、全体受給者

の８％を占めており、移民を多く受け入れているフランスの出生率はやや高くなってい

るものの、移民の出生率を含まなくても全体の出生率に与える影響は少ない。 

ちなみに、隣国ドイツの移民は約１３％で、出生率は決して高いとはいえず、つまり

移民の比率で出生率が変動しているのではなく、施策によるものであるといえる。 

フランス国民の１ヵ月間の平均所得は約１,６０５ユーロ（日本：約１６万５百円、手取

り）で、金庫が公表している家族手当の支給額は平均５４３ユーロ（日本：約５万４,３０

０円）と、手当が平均所得の 1/3 程度の高額であることには驚かされる。 

最後に、国際部長は、少子化対策に何が有効なのか、アドバイスとまではいえない

が、世界各国で共通してみられる現象が３つあると述べられた。 

①高齢者の平均寿命が伸び、高齢化が加速している。②単親家庭が増えている。③

女性の社会ニーズが多様化している。などを挙げられ、特にフランスでは、③の女性

の社会ニーズ（理想の子どもの数は２．５人）に対応するなど、いち早く政策の立案と

進展の為の努力を重ねてきた結果、成果を上げている。個人的な見解として、女性の

ニーズに対応しきれていない先進国（日本・韓国・イタリアなど）は、深刻な少子化が

進んでいるものの、それぞれの国の歴史・文化、国民の価値観の違いもあるので、一

概には言い切れない面もあるとも述べられた。 

 いずれにせよ、家族形態によって多種多様に自由選択ができる施策が整い、未来

への投資という観点において、フランスの家族政策は、課題はあるものの大変参考に

なるものとなった。 

全国家族手当金庫入口 ロビーにて 熊野筆を寄贈 
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【調査日時】 ４月２６日 １４：００～１５：３０ 

【訪 問 地】 在ドイツ日本国大使館（ベルリン） 

【調査内容】 ＥＵ対日本及び中国との国際関係の現状・課題等について 

【対 応 者】 岡田 憲治 氏（次席公使・館長代理）、竹内 一之 氏（総括公使） 

花田 貴裕 氏（一等書記官）、中村 真愉子 氏（専門調査員・経済班） 

【調査要旨】  

 中根大使はドイツ経済協力省次官と

会議によって不在のため、岡田次席公

使から大使館の内容を聴取した。在ド

イツ日本国大使館は、世界中の日本国

大使館のなかで、最も立派な建物であ

ろうと述べられた。これは歴史的な背景

によるもので、在ドイツ日本国大使館は

１９３８～１９４２年に建設され、日・独・

伊体制での旧第三帝国の代表的な新

古典建築様式となっている。終戦まで 
重厚な在ドイツ日本国大使館 

３年間のみ大使館として業務を行い、戦後から１９８０年初めまでは放置され廃墟と化

していた。 

１９８３年に、東西ドイツの緊張緩和を受けて、コール西独首相やベルリン州政府の

理解のもと日独センターとして再活用され、実質的には２００１年から在ドイツ日本国

大使館として、業務を行っている歴史的な意義のある大使館である。 

 また、大使館の横道は hiroshima 通り

という名称になっている。１９８２年当時

の大使館として使用されず廃墟であっ

た頃はシュペン伯爵通りと呼ばれてい

たが、１９８９年のベルリンの壁の崩壊

後に、市民の要求によって、通りの名

称を変えようとの運動が沸き起こり、地

区議会において市民のイニシアチブに

よって名づけられ、hiroshima 通りとなっ

た。 
ヒロシマ通り 

核分裂はドイツ、ベルリンの科学者よって発見された為、ドイツ国民は核に対する

アレルギーが強く、またベルリン市民も核に対する反発を非常に強くもっており、人類

史上初の原子爆弾を投下された広島（hiroshima）に対し、同情の念が深かったためで

あるといわれている。 

岡田公使は３度目のドイツへの駐在であるが、以前と比べ様変わりしており、端緒

になったのは、エネルギー政策の大転換であると述べられた。メルケル首相は元々

原発を抑制しようとしていたが、日本の原発事故によって一気に脱原発を決断した。 
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また、昨年の９月から起こったユーロ債務危機についてのユーロ政策は、メルケル

首相のイニシアチブによって、対処されており、欧州でのドイツの発言力がますます

強くなっていることである。 

第二次大戦後、敗戦国であったドイツは分断され、政治的には弱小国家となり、東

西ドイツ統一後も、東西ドイツ間にある大きな経済格差をいかにスムーズに解消して

いくかを最大の課題とし、約１０年間は旧東ドイツの再建について、国を挙げて取り組

んできた。その結果、２０００年以降はその課題は完全には解消されないまでも、ドイ

ツは独自の力をつけヨーロッパでの果たす役割がますます大きくなってきた。以前の、

ドイツのシュレーダー首相とフランスのシラク大統領の両国関係は、フランスが主導

的な役割を果たしていたが、ドイツのメルケル首相とフランスのサルコジ大統領では、

明らかにドイツのメルケル首相が、主導的役割を果たしており、ここ１０年の間にドイ

ツの国力が上回った印象である。 

引き続き、花田一等書記官及び中村調査員から、ドイツの内政・外交・経済景気動

向を聴取した。 

初めに、ドイツの内政であるが、２００９年９月に連邦議会選挙が実施され、キリスト

教民主同盟/社会民主同盟と自由民主党からなる、メルケル首相を首班とする連立

政権が発足し、４年間の任期の折り返し地点を過ぎている。余談ではあるが、連立政

権パートナーの自由民主党からは５閣僚が入閣し、副首相兼外務大臣及び経済大臣

などの重要ポストの重責を担っている。しかし、連立政権発足後、連立与党の支持率

は低迷しており、特に自由民主党は５％（5％超でないと議席を確保できない）を割り

込む状況が長期化し、党の存続の危機に瀕している。２０１３年秋に実施される連邦

議会選挙は、どのような政権が誕生するか予断を許さない状況にある。 

メルケル首相は、ギリシャ危機をはじめとするユーロ問題に対し、欧州各国に対し

財政再建や構造改革、財政安定供給協定としての歳出削減などを各国の法律に書

き込むなどの条件を提示するなどして指導力を発揮し、ユーロ問題に関するメルケル

首相の対応は、アンケート調査によると、国民から高い支持率を得ている。 

次は、ドイツの外交であるが、欧州統合の積極的推進とＮＡＴＯを軸とする大西洋

関係のバランスをとることを基本とし、またドイツのための欧州ではなく、欧州のため

のドイツを標榜しているが、これは戦後一貫してきた外交の柱であった。しかし、前政

権のシュレーダー首相が行ってきた外交は、イラク戦争などによる対応を巡り、対米

関係は必ずしも良好ではなかったとして、転換することとした。欧州各国は、相対的に

対米関係を重視し積極的に支持していたが、フランス・ドイツは必ずしもそうではなか

ったのである。メルケル政権発足後、前政権とは対照的に対米関係を重視し、欧州内

の調整促進、ポーランドをはじめとする東欧やロシアにも配慮して、一言で言うとバラ

ンスの取れた外交を展開している。２００７年には、ドイツはＥＵ議長国及びＧ８議長国

を務め、メルケル首相の采配も国際的に高い評価を得ており、また、ドイツが環境の

観点から主催した「ハイリゲンサミット」においても、メルケル首相の積極的なリーダー

シップが発揮されたところである。このようにメルケル首相は、今ではフランス大統領、
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それ以上にＥＵのなかで、大きな影響力をもつまでになっている。 

最近の情勢として象徴的な出来事だが、２０１１年カダフィー政権崩壊によるリビア

空爆をめぐる対応が注目されるなか、ドイツは、軍事的な措置を講ずることに慎重で

あるべきとの世論が強いこともあって国連安保理票決で「棄権」をした。これによって、

欧米諸国との連帯関係が問題となり、ドイツ国内においても基本外交が漂流状態に

なったことに対し、コール元首相が「現政権は外交上の羅針盤を失っている」として辛

辣に批判するなど異例の事態となった。 

これを受け、メルケル首相はユーロ救済のために欧州重視路線を更に強調して政

権運営に当たっている。但し、ドイツの欧州重視路線というのは、ドイツにとって貴重

なインフラであるユーロを守っていくことを最優先事項としており、そのユーロを安定

化するための同盟を構築することが欧州にとって最重要の貢献であるとして、２０１１

年８月の独仏首脳会談では、ユーロ共同債を拒否し、ルールづくりを欧州の中で進め、

財政重視路線を貫徹しているのである。 

２０１２年３月の欧州理事会では、ＥＵ２５カ国（英・チェコを除く。）が財政規律を各

国内法で制度化し、違反国に対する自動制裁を内容とする条約が合意に達し、ドイツ

の主張がほぼＥＵ全体に受け入れられ財政再建への道が確認された。 

ただ、ドイツの主張する財政重視路線が欧州で全て受け入れられているのではなく、

欧州でのギリシャ危機やユーロ

対応において、イタリアやスペイ

ンでは政権が変わり、オランダで

は連立政権の瓦解、フランスの

大統領選挙においても財政規律

を守る主張をしていたサルコジ氏

が大統領選挙に敗れた。加えて、

ドイツの地方選でも連立与党が

前回選挙より大幅に得票率を下

げ続けており、来年９月に国政選

挙を控え、ユーロを守る政策が今

後どこまで欧州全土で受け入れられ、着実に実行されていくか予断を許さない状況で

ある。

大使館職員からブリーフィング

 

日独関係であるが、基本的価値観を共有するグローバルなパートナーとして、世界

経済を共に牽引してきたアジアの中の日本、欧州の中のドイツとして、今後も世界経

済に貢献していかなければならない立場にある。その観点から日・ＥＵはＥＰＡ（経済

連携協定）の重要性を再認識し、ドイツ首脳レベルでも基本的には推進していくことが

大事であるとしている。対中外交、対アジア外交をはじめ、日本の重要案件について、

ドイツには日本の立場への理解を求めるとともに緊密な協力により、国連安保理改革

や軍縮・不拡散などにおける国際社会の諸課題の解決に向けた連携強化を図ってい

る。また、首脳レベルの相互訪問の実現や、日独の留学生の交流が更に図られるべ
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きとしており、昨年日独交流１５０周年を迎え、交流事業も官民で積極的に行われ、ド

イツ国会でも、両国に関する交流事業の決議内容に、青少年の交流調整館を設置す

る提案など両国の青少年交流を強化していくことが共通認識として確認された。 

ドイツの経済・景気動向であるが、ＧＤＰ規模は世界第４位で、輸出額は世界第３

位、国際貿易額は、米・中に次いで第３位である。 

ユーロ圏のＧＴＰの中では、約３割

の規模を占め、２０１０年にはドイツ統

一後、経済は最高レベルにまで達した。  

その背景には世界経済の回復とユー

ロ安に伴う輸出の急増である。２０１０

年から２０１１年にかけ著しい回復を

見せたが、２０１１年第４四半期のＧＤ

Ｐは０．２％減とわずかに低下した。 

 

２０１１年の通年の実質ＧＤＰ成長率

は３．０％で高い水準であるが、２０１

２年の実質ＧＤＰ成長率は０．７％と予測されている。現状において、生産受注が足踏

み状態ではあるが、雇用は１９９１年以来、旧東独（１１．６％）、西独（６．１％）間の地

域格差は依然として存在するものの、低水準で改善が続いている。

中国の台頭に驚かされる 

インフレ率は２０１１年で２．３％と落ち着いているが、中東情勢の緊迫化に伴うエ

ネルギー価格の一段の上昇や賃金上昇には警戒が必要であるといわれている。最

新の予測によれば、内需が引き続きドイツ経済を支える牽引役になることにより、今

後は輸出より輸入が伸びることが予想される。 

ドイツは、ユーロ通貨にした結果、ＥＵ圏内での輸出貿易が好調となって、貿易黒

字も数倍に膨れ上がり、いわば絶好調である。これは、ドイツ国民の勤勉さや品質の

良さもあるが、ＥＵ市場での恩恵を受けた結果でもある。ＥＵ自体がユーロ圏の債務

問題を中心に経済が低迷しているなか、欧州のためにドイツが、今後どのよう役割を

果たしていくのかを巡って、国内でも大きな関心事になっている。 

また、ユーロ安が顕著になっている円との関係において、２００７年に１ユーロ１７０

円近くであったユーロは、本年１月の時点で１ユーロ９０円台になり、ユーロ危機の背

景によってユーロ圏外への輸出が大いに伸びた要因に、ユーロ安が追い風になった

ことは間違いのないことであろう。 

ユーロ不安によって、フランス・ドイツはユーロ通貨から脱退したほうがよいのでは

という国内世論があり、実際にそのような報道もなされている。しかし、メルケル政権

としては、ドイツはマルク通貨を手放した以上ユーロを守っていくしかなく、各国の財

政政策はバラバラであるが、欧州の理想を成し遂げていくために、各国が痛みを伴う

財政規律の厳守に努めていかなければならない。その処方箋とする財政安定供給を

主導して、ユーロを守る方針はゆるぎないものとしている。 

また、アジアとの関係であるが、中国輸出入の台頭が著しく、日本の力が低下して
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いるのではないかとの向きもある。先般ハノーバーで行われたメッセに中国の温家宝

首相が出席し、「今まではメイドイン・チャイナであったが、これからはクリエィティ・チャ

イナだ。」発言するなど、中国でも新たな技術の吸収・開発をして、今までに無い物を

つくり、経済の長期的な発展を遂げていくための強い意気込みをみせた。 

ドイツの対中国輸出入の推移であるが、ドイツの主な輸出先はＥＵが６０％で、伸

びが著しいのはアジアと北米である。今後はアジアの重要性がさらに増し、今では中

国はドイツにとって主要貿易国で、フランス・オランダに次いで第３位の貿易相手国と

なり、年々増加傾向にある。 

 

独の対中国輸出入の推移     

  2007 2008 2009 2010 2011 

輸 出（億ユーロ） 299.020 340.653 372.725 537.909 647.620

前年比（％） +8.8 +13.9 +9.4 +44.3 +20.4

            

輸 入（億ユーロ） 564.171 608.252 567.062 772.702 791.682

前年比（％） +12.9 +7.8 +6.8 +36.3 +2.5

      

独の対日輸出入の推移      

  2007 2008 2009 2010 2011 

輸 出（億ユーロ） 130.216 127.312 108.751 131.494 151.182

前年比（％） -6.2 -2.2 -14.6 +20.9 +15.0

            

輸 入（億ユーロ） 243.807 231.298 189.461 224.753 235.452

前年比（％） +1.5 -5.1 -18.1 +18.6 +4.8

（出所 独連邦統計庁より） 

 

中国は経済以外では安全保障などの問題もあり、尖閣諸島問題、中国軍事費の

拡大、不透明な政治などに懸念をもたれている。こうした中国の国是がみえないなか、

しっかりと中国を国際社会に取り込み、政治・経済の分野において相互に協力できる

環境づくりに向けて、東南アジア諸国においても一層の努力が求められる。 

ドイツと中国の関係の中には、台湾や人権の問題などが解決しない限りは、特に安

全保障の恊力は軽々にすべきではないとの方針を国会でも打ち立てており、ドイツ政

府関係者も、この点に留意をしながら外交を進めている。 

アジア・太平洋地域は全世界の人口の約４割、ＧＤＰと貿易は約半分を占めており、

今後も中国・アセアン・インドなどの経済発展が見込まれている。日本の地理的位置

も決して悪くなく、日本のサプライチェーンのなかに中国・アセアンも組み込まれており、

これまでの積み重ねをうまく利用しながら、アジア・太平洋地域が成長することは、日

本にとっても良いことなので、各国との関係を維持し、うまく共栄共存をしていく方向を
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創造していかなければならない。 

環境問題についてであるが、環境に対する意識も高くクリーンエネルギーの促進に

対する太陽光・風力発電に対する助成制度が行われてきたが、その助成額が高いた

め電力会社の経営を圧迫しており、見直しの機運が高まっている。また、国内南北に

おける電力の送電網が弱いため、地続きである隣国との電力需給調整を行っており、

国内電力の送電網をいかに強化していくことが課題となっている。２０１１年の数値で

は、ドイツにおけるエネルギー源別の発電量の割合は、天然ガス１４％、石油・その

他５％、石炭・褐炭４３％、原子力１８％、再生可能エネルギー２０％となっている。ドイ

ツは石炭・褐炭の埋蔵量が多く、資源のない日本とは大きく違うところである。 

自動車についてであるが、日本では、現在、電気自動車の開発に力を入れている

が、ドイツはハイブリッドや電気自動車の開発をしているものの、普及までには至って

いない。もともと、ドイツは性能の高いディーゼル車が多く、ディーゼルエンジンは燃

費が良く、二酸化炭素の排出量が少ないことで環境問題への意識が高いドイツで受

け入れられており、日本車は非常に少なかった。しかも、ＥＵ・韓国のＦＴＡ締結によっ

て、韓国車は、近年では大々的に躍進しているし、韓国車は品質が向上しただけでな

く、デザインが非常に優れているともいわれ、日本車を超えつつある。このような観点

からも、ＥＵ・日本のＥＰＡを進めていかなければならないのである。 

最後に、ドイツは日本・中国をどのようにみているかであるが、ドイツ経済界は中国

に対し高い関心を示している一方、政府はパートナーとして人権に対する価値観を重

く受け止めている。グローバルな課題について議論するときは、日本に対する信頼は

厚く、ドイツは中国と日本では相当違う認識をもっている。要するに、経済至上主義だ

けでは友好関係は築けないということである。 

 ドイツは、日本と同じルールのもとのＧ８の一員であり、必要なときは国益よりも世界

の利益を優先させることもあ

り、共に行動できる国として

いる。 

竹内統括公使（前列左）、花田一等書記官（前列右） 

中国は、世界の利益を優

先させるよりも、常に国益を

優先させるスタンスをとり、世

界ルールよりも自国のルー

ルを優先させる可能性が残

る国として、ドイツはもとより

世界の国々は、中国を特殊

な存在とみている。 
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【調査日時】 ４月２７日 １０：００～１１：３０ 

【訪 問 地】 ＪＥＴＲＯベルリン事務所（ベルリン） 

【調査内容】 ドイツ経済の現状と課題について 

ドイツと日本等との輸出入の現状・課題等について 

【対 応 者】 佐伯 俊則 氏（事務所長） 

【調査要旨】  

 欧州は、今、大変厳しい状況下ではある

が、好調の続くドイツ経済は日本とよく似て

いる工業国である。日本及びドイツ製品は

品質の高い双璧であり、ドイツの好調が続

くことは、日本にとっても参考となる。 

ドイツ経済と日独との輸出入の現状・課

題等について、佐伯所長より聴取した。 

元々ドイツは、輸出立国であり、中国に

抜かれるまでは世界の第一位の輸出額を

誇っていた。ＧＤＰに対する比率は約４０％で、日本の１６～１７％と比べ、圧倒的に高

く輸出に重点をおき、ユーロを守ることが国益にも繋がっている。 

先ず、失業率の推移であるが、戦後の日本と非常によく似ており、高度成長期の 

１９７０年前後は失業率も低く、その後のオイルショックを契機として少しずつ高くなり、

１９９０年の東西ドイツの統一によって旧東独が加わり、一気に増加した。その後の 

ユーロ高の２００５年には、ピークとなり５００万人の失業者が発生したが、リーマンシ

ョックの失業者はピーク時でも３６０万人台と約１００万人以上少ない数で乗り切り、そ

の後も減少を続け３００万人前後まで回復した。失業率はＩＬＯ方式で５．９％（そのう

ち 1％は外国人）であり、東西地域では随分と異なり東側は７～８％、西側は３～４％

である。専門家の話では、西側の失業率は３％でありながら、経済成長には人が足り

ないとまでいわれている。 

この度の金融危機で、先進国の殆どがその大きな変動に苦しんでいるにもかかわ

らず、ドイツ経済の現在の好調は、２０００年初めから取り組んできた構造改革、労働

市場改革の表れである。 

長期的な構造改革の改善の要因とすれば、当時のシュレーダー政権時代は失業

保険期間の短縮（３２ヶ月⇒１２ヶ月）、保険期間終了後の生活保護水準への統合、

小企業の解雇の簡易化、社会保障制度の負担軽減、マイスター制の制限の簡素化、

派遣労働制度、低賃金労働者への税・保険料の徴収など、ある意味労働者にとって、

厳しい内容を課せ、更に労働をしなければならないような環境をつくったからだといわ

れている。 

佐伯所長は前回の駐在の中で、コール首相（当時）が「ドイツは、世界でも一番若

い年金受給者と一番お年寄りの学生がいる国」だと揶揄していたことを印象深く記憶

しておられた。この意味は、当時の年金受給者は５５歳からで、また学生特権もあり 

山木団長から調査目的の説明 
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３０歳過ぎの学生が随分とおり、ドイツ国民は一体いつ働くのか！という問いかけでも

あったようである。 

次の政権を担ったシュレーダー首相（当時）の政権は左派政権であり、労働者の痛

みを伴う雇用改革などの厳しい改革を行ったのは、皮肉にも労働組合を支持母体と

するシュレーダー政権であった。しかし、この改革は、支持母体である労働組合の支

持が得られず、シュレーダー政権は、やがて２００５年の総選挙では敗北することにな

った。 

余談ではあるが、シュレーダー元首相は、現在の好調は自らのシュレーダー政権

時代の成果であるとアピールをしているそうであるが、メルケル現首相は、ケネディー

の言葉を引用し、「成功には千人の父親がいる。だが、失敗は孤児である。」として、

反論をしているとのことである。 

その後のメルケル大連立政権時代は、付加価値税は競争にとってのマイナスが少

なく、法人税が高ければ欧州での競争が厳しくなるなどの判断によって、２００７年に

は大きな税制改革（付加価値税１６％⇒１９％）、２００８年には法人税（３８．４％⇒２９．

８％）改革などが行われてきた。 

 一方、景気が低迷していた頃、企業側

では、１９９４年にフォルクスワーゲン社は

週４日制（週２８．８ｈ、年収ベースで１２％

減）によるワークシェアリングを導入して

いていたが、２００６年には賃上げをせず

に労働時間（週２８．８ｈ⇒３３ｈ）を拡大す

る、実質的な賃金カットを行った。同社以

外でも、シーメンス社やダイムラー社も見

直しを行っており、この改革のもとで単位

労働コストの約２割前後の引き下げを行った。 

欧州におけるユーロ圏では、労働単価は軒並み上がっていたが、ドイツだけは逆

に下がったため、欧州の中では一人勝ちのような状態が続いている。労働者にとって

は、厳しい労働環境の中にはあるが、結果として雇用も確保でき、ドイツ経済は良い

方向に向かってきた。 

短期的調整要因としては、操業時間短縮制と労働時間口座制（１年以内で超過し

た労働時間を別の時期に休暇として振替え、残業手当を発生させないこと）がある。 

操業時間短縮制は、操業時間を短縮したため減額された収入の６０％（子ども無し

の場合）又は６７％（子ども有りの場合）を失業保険から助成するもので、企業によっ

ては更にその差額分を助成する協定を結んでいる場合もある。操業時間短縮制によ

る助成は、リーマンショック時の２００９年に１４３万人に達し、平均で約３割の労働時

間短縮が行われたとされている。アメリカ方式のように解雇する方法もあるが、不況

が回復したときに良い技術者の確保が困難となる恐れもあり、ワークシェアリングに

よって雇用を維持していた結果として、新しい需要を取り込むことができたのである。 

佐伯所長から丁寧な説明を受ける
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ドイツ経済は、２００９年前半を底に良くなっており、２０１１年に一層の力強い成長

を遂げ、実質ＧＤＰ成長率は、３．０％となった。第１～第３四半期の成長が良かった

のに対し、第４四半期は０．２％のマイナス成長に陥った。その要因として、世界的な

経済成長の低迷や特にユーロ圏の債務状況に起因する信用不安などによる産業の

縮小である。しかし、失業率は低く、雇用も守られ、個人消費も期待ができるというこ

とから、ドイツ国債へ資金が流れ込み、金利も下がり、住宅ブームの影響からか、不

動産価格の上昇もみられる。産業活動は縮小しつつも、投資は高い水準を維持して

おり、緩やかな成長が続いている。 

工業生産は控えめな成長基調の中だが、自動車産業は好調で、３大メーカーのフ

ォルクスワーゲン社、ダイムラー社、ＢＭＷの３社は、今年に入ってからも２ケタ以上

の伸びを続けている。昨年の収益は過去 高を記録し、本年も伸び続けていることか

ら注目されるところである。 

中国も、経済成長が鈍化しつつあるといわれているが、ドイツの自動車メーカーだ

けに限っていえば、上積み需要をうまく取り込んでいるのが実際のところである。例え

ば、ＢＭＷ７シリーズが世界で一番売れているのは中国であり、ベンツも大型車から

売れていき、フォルクスワーゲンは特別高級なロングバージョンを中国向けに製造し

ている。ドイツ車の輸出単価が世界で一番高いのは中国で、米国向けの平均は１台

約２万ユーロ（日本：約２００万円）に対し、中国向けは約４万７千ユーロ（日本：約４７

０万円）と、倍以上違うのである。 

ドイツの自動車メーカーが、ブランドイメージを確立した成功の証であり、他の産業

においても、中国がライバルになりつつあると警戒をしつつも、少なくとも自動車産業

に限れば、しばらく争うことはないとみている。 

ドイツの輸出は、昨年初めて１兆ユーロ（日本：約１００兆円）を超え、順調に伸びて

いる。欧州での構成比は高く、欧州が約７割、ＥＵは約６割、ユーロ圏は約４割となっ

ており、ユーロ圏においての為替リスクはないが、イタリアをはじめユーロ圏の南地域

を中心に安定はしているが、経済成長が見込めないことが懸念材料である。 

 ２０１０年の輸出統計からすると、輸出全体の中での構成比は日本が１．４％である

のに対し、中国は約５．６％で伸び率も前年度比約４割以上と大きく、２０１１年も引続

き相当伸ばしてきている。ブラジルの構

成比は１．１％であるものの、伸び率は

約４割以上も伸ばしており、いわゆる新

興国にはうまく輸出を伸ばしてきている。 

その輸出拡大の源泉となっているのは、

ユーロ安の影響、勤勉さによる品質の

良さ、製品のブランドイメージの向上、

日本よりも賃金が低い（７割程度）など

が上げられ、日本よりも競争力が優れ

ているからである。 
ドイツ経済は絶好調 
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フォルクスワーゲンのような自動車メーカー、シ－メンスのような電機メーカー、ビ

ーエーエスエフ世界 大の総合化学メーカーなどの大企業が、ドイツの輸出の牽引

役ではあるのは間違いのないことだが、ドイツは地形的に陸続きで、比較的昔から輸

出慣れしていることもあり、１００人規模の中小企業が輸出に積極的なことにより、輸

出分野の裾野を広げ、輸出額を大きく伸ばし、高い水準を維持しているのである。 

ドイツ企業は、中国市場に対し、とりわけ自動車メーカーのフォルクスワーゲンは、

中国向けにロングバージョンなどを製造しており、日本はそのような中国マーケットへ

の戦略が十分に描ききれていない。これからの国際競争を勝ち抜いていくためには、

ジェトロパリの田熊次長も言われていたが、世界でも非常に評価の高い日本のサー

ビス産業（接遇）にマネジメント戦略をたてれば、中国の富裕層に対しても受け入れら

れていくであろう、と佐伯所長は述べられた。 

 日本は、このような現地の情報やニーズから収集されたものを国策に十分に活かし

きれておらず、あまり良い意味では使われない「重商主義」を、欧州の各国政府は当

然の如く行っており、日本だけがあまり取り組んでいないのが実態である。佐伯所長

の話によると、シュレーダー元首相の仲介により、フォルクスワーゲン社の中南米支

店の支店長（代表）は、オーストリアの元首相であり、ドイツの自動車工業会の会長は

ドイツの元運輸大臣で、ドイツは政と民が一体となって国富の増大を図っており、日本

も政と民の連携を図り、国の富を増加させることに努めていかなければならないと感

じるところである。 

ドイツからみた中国であるが、中国は非常に警戒を要するライバルである。例えば

Madeⅰn Ｇｅｒｍａｎｙは、そもそもイギリスが産業革命のとき、ドイツが他国の真似ば

かりして、品質の悪い製品を製造していたので、区別するために Made ｉｎ を使用さ

せたとのことである。やがて中国も同じように、必ずや技術革新により、品質の向上

やブランド力をつけて、追いついてくると思われ、ドイツもその対策を進めていくことが

急務であろう。 

後にマイスターの制度であるが、今でもこの制度の資格はそれなりに残っている

が、職業に就くための要件としてのマイスターは、数が少なくなっているのが現状であ

る。１９９０年代後半からドイツ手工業の低迷が問題視され、その原因がマイスター制

度による参入規制であるとされたため、

事業所の継承、創設時にマイスター

資格が必要となる職種を半減するこ

と等を内容とする改革が実施された。

関連することだが、今でも高校卒業時

に大学へ進むための大学入学資格

試験もあるが、早い段階において、中

学で進学コースにするか若しくは職業

コースへ進むかに分かれるそうであ

る。 
佐伯所長を囲んで 
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