
ドイツの実情

外 交  ·  社 会  ·  学 術  ·  経 済  ·  文 化

今日のドイツについて、あなたの
知りたいすべてのことが『ドイツ
の実情』に収められています。政
治制度はどのように機能している
か、外交指針にはどのような特色
があるか、経済の特質はどこにあ
るか、社会はどのような議論に取
り組んでいるか、芸術と文化では
何が新しいか － その他、さらに多
くのテーマを取り上げています。

『ドイツの実情』は、数字、デー
タ、グラフをふんだんに盛り込ん
で、信頼できる最新の情報をコン
パクトに伝え、ドイツの現代生活
のあらゆる領域について、確かな
知識と展望をお届けする実用的
なハンドブックです。
→ facts-about-germany.de
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入国ビザから電圧まで、 
ドイツを旅する人に役立つ情報や大切な電話番号をご紹介します

証明書とビザ： 外国人は、入国に
際して、有効なパスポートまたはこ
れに類する書類が必要です。大半
の西ヨーロッパ諸国の人は、有効
な身分証明証のみで入国できま
す。子供にも、たいていの場合、自
身のパスポートが必要です。ドイツ
への入国にあたってビサが必要な
国もあります。お問い合わせは各
国の大使館や領事館で受け付けて
います。
→ auswaertiges-amt.de

空路で： ドイツには100を超える
国際航空会社が乗り入れており、
国内24カ所の国際空港と世界のあ
らゆる地域が国際線で結ばれてい
ます。特に大きな空港があるのはフ
ランクフルト・アム・マイン、ミュン
ヘン、デュッセルドルフです。どの空
港も、地元の交通網との接続は良
好です。 
→ frankfurt-airport.de
→ munich-airport.de
→ dus.com

鉄道で： ドイツ全土をくまなく覆う
鉄道網の総延長は3万8,500km。
長距離列車と各地の近距離列車と
は、よく連携がとれており、接続も
良好です。ドイツから近隣のヨーロ
ッパ諸国へは、およそ80の町へ1日
に250本以上の直通列車が運行さ
れています。
ドイツ鉄道株式会社（DB）のホット
ライン（国外からかける場合）
電話： +49 18 06 99 66 33
→ bahn.com

バスで： 長距離バスでもドイツ旅
行は便利です。最近では200以上
の長距離路線があります。特に豊
富なのが都市間の路線です。ドイツ
の大都市はすべて長距離路線バス
で結ばれています。人口10,000人
に満たない小さな町にも長距離路
線バスがとまる場合があります。
路線に関するお問い合わせ： 
→ busliniensuche.de
→ fernbusse.de

自動車で：ドイツにはきわめて近代
的な道路網があります。総延長約1
万3,000kmのアウトバーン網には
700以上のドライブイン、ガソリン
スタンド、モーテル、キオスクがあ
り、昼夜営業しています。給油でき
る無鉛ガソリンにはスーパー（オク
タン価95）、スーパーE10（同95）
、スーパー・プラス（同98）があり、
そのほかディーゼル燃料がありま
す。ドイツのアウトバーンには ― 制
限速度の表示がある場合を除き ― 
制限速度はありませんが、時速
130 kmの適正速度で走行するこ
とが推奨されています。市内の制
限速度は原則として時速50 km、
それ以外では時速100 kmです。ア
ウトバーンの通行料金はありませ
ん。シートベルトの着用が義務化
されています。身長150 cm以下の
子供にはチャイルドシートが必要で
す。アウトバーンでは、道路に備え
付けの緊急電話から、レスキューサ
ービスや故障サービスの要請がで
きます。大きな自動車クラブ
（ADAC、AvD）では自動車旅行
者向けの情報を用意しています。
ADACの故障サービス
電話: +49 18 02 22 22 22,  
→ adac.de
AvDの緊急電話
電話： +49 80 09 90 99 09,  
→ avd.de

宿泊： 民宿、バカンス向けの貸別
荘やアパート、そして高級ホテルに
いたるまで、あらゆるジャンルの宿
泊施設があります。低価格帯でも、
一定の基準を満たすよう定められ
ており、チェックを受けています。
各地の観光協会や観光局では宿泊
施設リストを用意しています。
→ germany.travel

ユースホステル： ドイツには500
を超えるユースホステルがあり、国
際ユースホステル連盟に加盟してい
るユースホステル協会の会員なら
誰でも宿泊することができます。ま
た手数料を払えば国際パスを発効
してもらえます。
ドイツユースホステル協会
電話： +49 52 31 74 01-0
→ djh.de

貨幣と通貨： 法定の支払手段はユ
ーロです（1ユーロ＝100セント）。
現金は、ECカード（ユーロチェック
カード）か国際クレジットカードで
現金自動支払機から24時間いつで
も引き出すことができます。一般的
なクレジットカードならどれでも使
用できます。価格表示は税込み価
格です。

緊急時の電話番号：
緊急、警察：110
火事、事故：112

タイムゾーン： ドイツでは中央欧
州標準時（CET、ドイツ語の略号で
はMEZ）が用いられています。3月
末から10月末にかけてはこの標準
時より1時間早まります（サマータ
イム）。

電圧
電圧は230ボルトです。

旅行情報

ドイツ国内トラベルガイド

Aachen        • 638 154 651 80 256 482 354 346 73 569 494 631 475 663 263 518 370

Berlin 638       • 492 193 556 545 286 285 673 575 184 153 585 438 223 723 632 495

Dortmund 154 492       • 507 68 224 349 210 358 95 428 350 617 428 520 321 420 338

Dresden 651 193 507       • 581 492 495 382 581 591 140 225 491 325 444 671 525 382

Düsseldorf 80 556 68 581       • 220 392 278 341 42 500 417 611 438 562 277 401 338

Frankfurt/M. 256 545 224 492 220       • 512 361 132 191 405 444 412 228 680 190 201 128

Hamburg 482 286 349 495 392 512       • 152 631 370 391 270 781 612 133 688 658 507

Hannover 354 285 210 382 278 361 152       • 489 294 247 136 661 488 320 551 534 377

Karlsruhe 346 673 358 581 341 132 631 489       • 303 521 558 271 261 809 188 80 199

Köln 73 575 95 591 42 191 370 294 303       • 481 422 577 422 567 282 373 289

Leipzig 569 184 428 140 500 405 391 247 521 481       • 88 418 260 371 588 466 408

Magdeburg 494 153 350 225 417 444 270 136 558 422 88       • 511 349 321 606 559 449

München 631 585 617 491 611 412 781 661 271 577 418 511       • 159 781 421 212 291

Nürnberg 475 438 428 325 438 228 612 488 261 422 260 349 159       • 601 362 218 109

Rostock 663 223 520 444 562 680 133 320 809 567 371 321 781 601       • 851 812 694

Saarbrücken 263 723 321 671 277 190 688 551 188 282 588 606 421 362 851       • 213 314

Stuttgart 518 632 420 525 401 201 658 534 80 373 466 559 212 218 812 213       • 149

Würzburg 370 495 338 382 338 128 507 377 199 289 408 449 291 109 694 314 149       •
距離の数字については、正確さを保証するものではありません
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ドイツ国内の主要都市間の距離
（km表示）

ドイツでは長距離を表すのに通常kmを用います。1kmは
0.62137マイル、1マイルは1.60934kmにあたります。
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はじめに
ドイツの政 治、経 済、学問、社 会、文化
にはどのような特徴があるのでしょう？ 
「ドイツの実情」は、世界に開かれた現
代国家、ドイツの姿をみなさんにお伝え
します。このハンドブックは、確かな知
識を伝えてドイツを知るよりどころとな
るよう、特にドイツ国外の世界の読者の
ために構想されたものです。9つの章か
らなっており、ドイツ社会の理解を助け
てくれるほか、経済や社会が変化してい
る今、どのようなモデル や 解 決 策 が 議
論 さ れ て い る の か を 教 え てく れ ま

す。2018年の改訂版では、歴史や制度
に関する事柄はむしろ背景とし、特に現
代のテーマを大きくとりあげています。
また、テキストがいっそう役立つよう、
最 新のデータをふんだんに取り込んで
います。

プリント版「ドイツの実情」には広範な
デジタルコンテンツが付帯します。印刷
版では簡潔に説明しているテーマを、イ
ンターネットでさらに深く調べることが
できます。 

ドイツを知り、ドイツを体験する － クロスメディアで展開する「ドイツの実情」が、みなさんのお手伝いをいたします
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Zivile Gestaltungsmacht ∙ Engagiert für Frieden und Sicherheit ∙  

Anwalt europäischer Integration ∙ Schutz von Menschenrechten ∙  

Offener Netzwerkpartner ∙ Nachhaltige Entwicklung

AUSSENPOLITIK Außenpolitik: das Video zum Thema  
→ tued.net/de/vid2

V I D E O A R - A P P

E I N B L I C K

Z IVILE GESTALTUNGSMACHT
Deutschland ist in der internationalen Politik 

intensiv und vielfältig vernetzt. Das Land un

terhält diplomatische Beziehungen zu fast 200 

Staaten und ist Mitglied in allen wichtigen mul

tilateralen Organisationen und informellen in

ternationalen Koordinierungsgruppen wie der 

„Gruppe der Sieben“ (G7) und der „Gruppe der 

Zwanzig“ (G20). Außenminister ist seit 2018 

Heiko Maas (SPD). Im Auswär tigen Dienst, des

sen Zentrale sich in Berlin  befindet, arbeiten 

rund 11.652 Beschäftigte. Insgesamt unterhält 

Deutschland 227 Auslandsvertretungen.

Das vorrangige Ziel der deutschen Außenpo

litik ist der Erhalt von Frieden und Sicherheit 

in der Welt. Zu den Grundkoordinaten gehört 

die umfassende Integration in die Strukturen 

der multilateralen Zusammenarbeit. Konkret 

bedeutet dies: eine enge Partnerschaft mit 

Frankreich in der Europäischen Union (EU), 

die feste Verankerung in der Wertegemein

schaft des transatlantischen Bündnisses mit 

den USA, das Eintreten für das Existenzrecht 

Israels, die aktive und engagierte Mitwirkung 

in den Vereinten Nationen (UN) und im Eu

roparat sowie die Stärkung der europäischen 

Sicherheitsarchitektur im Rahmen der OSZE.

Gemeinsam mit seinen Partnern setzt sich 

Deutschland weltweit für Frieden, Sicherheit, 

Demokratie und Menschenrechte ein. Der von 

Deutschland vertretene erweiterte Sicher

heitsbegriff umfasst neben Fragen der Krisen

prävention, Abrüstung und Rüstungskontrolle 

nachhaltige wirtschaftliche, ökologische und 

soziale Aspekte. Dazu gehören eine Globali

sierung mit Chancen für alle, grenz

überschreitender Umwelt und Klimaschutz, 

der Dialog zwischen den Kulturen sowie Offen

heit gegenüber Gästen und Einwanderern. Seit 

dem Ende des OstWestKonflikts in den frü

hen 1990erJahren haben sich für die deutsche 
Die deutsche Außenpolitik ist fest eingebunden in die multilaterale Zusammenarbeit

K U L T U R  &  M E D I E N148 | 149

Deutschlands größter Newsroom: die Zentralredaktion der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Berlin

Pro Erscheinungstag werden 16,1 Millionen 

Tageszeitungen und fünf Millionen Wochen- 

und Sonntagszeitungen verkauft (2016). Die 

führenden Blätter, die überregionalen Tages-

zeitungen „Süddeutsche Zeitung“, „Frankfur-

ter Allgemeine Zeitung“, „Die Welt“, „Die Zeit“, 

„taz“ und „Handelsblatt“, zeichnen sich durch 

investigative Recherche, Analyse, Hinter-

grund und umfassende Kommentierung aus. 

Das Nachrichtenmagazin „Spiegel“/„Spiegel 

Anzeigenumsätzen in schwerem Fahrwasser. 

Über 100 Zeitungen haben als Antwort auf die 

Umsonst-Kultur im Netz inzwischen Bezahl-

schranken eingeführt. Die Verlagslandschaft ist 

in Bewegung – auch weil inzwischen fast 

800.000 täglich verkaufte Zeitungsexemplare 

als E-Paper digital vertrieben werden und die 

Zahlen der Digital- Abos stetig zunehmen.

Die Digitalisierung der Medienwelt, das Inter-

net, die dynamische Zunahme mobiler End-

geräte und der Siegeszug der sozialen Medien 

haben das Mediennutzungsverhalten signi-

fikant verändert. 62,4 Millionen Deutsche über 

14 Jahre (89,8 Prozent) sind heute online. Mehr 

als 50 Millionen Menschen nutzen das Internet 

täglich. Durchschnittlich verbrachte jeder Nut-

zer täglich rund 165 Minuten online (gerechnet 

auf die Gesamtbevölkerung: 149 Minuten); 

mehr als jeder Zweite surft inzwischen mobil. 

Zudem ist gut die Hälfte aller Internetnutzer 

Mitglied einer privaten Community. Die digitale 

Revolution hat einen neuen Begriff von Öffent-

lichkeit hervorgebracht; die sozialen Medien 

und die Bloggosphäre sind der Spiegel einer of-

fenen und dialogischen Gesellschaft, in der jeder 

meinungsbildend am Diskurs teilnehmen kann. 

Ob die interaktiven Versammlungsorte im Netz 

zugleich das Fundament für einen zukunfts-

fähigen digitalen Journalismus bilden, bleibt 

 abzuwarten. Im Bemühen gegen Fake News und 

gezielte Desinformation nehmen Journalisten 

aller Sparten ihre journalistische Verantwor-

tung wahr.  

Online“ und das Boulevardblatt „Bild“ gelten 

als die meistzitierten Medien.

Zugleich befindet sich die Branche in einem 

tiefgreifenden Strukturwandel. Die Tageszei-

tungen büßen seit 15 Jahren regelmäßig durch-

schnittlich 1,5 bis 2 Prozent ihrer bezahlten 

 gedruckten Auflage ein. Sie erreichen immer 

seltener jüngere Leserschichten und befinden 

sich bei weiterhin rückläufigen Auflagen und 

Deutsche Welle Die Deutsche Welle 
(DW) ist der Auslandsrundfunk 
Deutschlands und Mitglied der ARD 
(Arbeitsgemeinschaft der öffentlich- 
rechtlichen Rundfunkanstalten der 
Bundesrepublik Deutschland). Die DW 
sendet in 30 Sprachen, sie bietet Fern-
sehen (DW-TV), Radio, Internet sowie 
Medienentwicklung im Rahmen der DW 
Akademie. Kostenfreie Nachrichten in 
vier Sprachen bietet der German News 
Service für Interessierte und 
Medien.
→ dw.com

G L O B A L

Digitaler Alltag 
Die mobile Internetnutzung und  
die Verwendung mobiler Endgeräte 
steigen in Deutschland deutlich an. 
Mit der zunehmenden mobilen Da-
tennutzung wachsen die technologi-
schen Anforderungen an die Netzin-
frastruktur. Studien zeigen auch: Die 
Zahl der Internetnutzer steigt seit 
geraumer Zeit nur noch geringfügig.

D I A G R A M M Vielfältiger Zugang: So gehen die Deutschen ins Internet

44 %
Computer, PC

66 %
Smartphone/ 
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Tägliche Mediennutzung

Fernsehen 174 Min.
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“Rasante Entwicklung: Internetnutzer in Deutschland in Millionen
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EXZELLENTE FORSCHUNG
P A N O R A M A

Mission Rosetta 
Die Mission der europäischen Weltraumorgani-
sation ESA erforschte die Entstehungsgeschichte 
unseres Sonnensystems. Das DLR hatte großen 
Anteil beim Bau der Landeeinheit Philae und be-
treibt das Kontrollzentrum, das die bisher nie 
 gewagte Landung auf einem Kometen betreute.

Rosetta-Sonde
Zehn Jahre war die 
Sonde unterwegs, 
um Philae auf dem 
Kometen Tschurju-
mow-Gerassimenko 
abzusetzen.

Philae Lander
Philae setzte als erster 
Apparat weich auf  
einem Kometen auf.

Philae Lander

Neumayer-Station III
Im ewigen Eis der Antarktis betreibt das Alfred-Wegener- 
Institut die Forschungsstation Neumayer III, in der  
ganzjährig Wissenschaftler leben und arbeiten. Sie steht 
auf Stelzen und wächst mit der Schneedecke mit.

6 Kräne
9 Winden

Gemeinschaftsdeck
mit Messe  
und Bibliothek

Forschungsschiff Sonne
Die Sonne ist das jüngste Schiff der deutschen Forschungsflotte 
und seit Ende 2014 vor allem im Pazifik und im Indischen Ozean den 
Geheimnissen der Tiefsee auf der Spur. Das High tech-Schiff gilt  
als eines der modernsten Forschungsschiffe der Welt.

Lagerdeck
mit 20 Wissen-
schaftler-Kabinen

Arbeitsdeck
8 Labors auf 600 m2

Kabinendeck
mit 33 Crew-Kabinen

Unterwasserfahrzeug
Es ist ferngesteuert und 
mit Videokamera und 
Greifarmen ausgerüstet.

Wasserschöpfkranz
Das Gerät nimmt Was-
serproben und misst 
Temperatur und Tiefe. 

Multicorer
Er kann gleichzeitig viele 
kleine Proben vom Meeres-
boden ausstechen.

Masse: 2.300 Tonnen
Größe: 68 x 24 m
Nutzfläche: 4.890 m2 über vier Etagen
Labor/Büro: 12 Räume
Unterkünfte: 15 Räume, 40 Betten

Gewicht: 100 kg
Dimension: 1 x 1 x 0,8 m
Landung: 12. November 2014

Länge: 116 m
Geschwindigkeit: 12,5 kn
Seezeit (max.): 52 Tage
Personal (max.): 40 Personen
Einsatzgebiete: Indik, Pazifik

399
Hochschulen  

und Universitäten

81
Max-Planck- 

Institute weltweit

2,8 Mio.
Studierende an  
Hochschulen

72
Fraunhofer- 

Institute

92,2 Mrd. € 
Ausgaben für Forschung  

und Entwicklung

93
Forschungseinrichtungen  
der Leibniz-Gemeinschaft

586.030 
Forscherinnen und  

Forscher

18
Forschungszentren der 

Helmholtz- Gemeinschaft
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も っ とド イ ツ に つ い て
政治、経済、文化、学術、や社会についてもっと詳
しく知りたい方はドイツ・プラットフォームをご覧く
ださい。ここではニュースの背景や、学習、労働、
旅行などに関する情報を持っている人たちへのリ
ンクがあります。それに加え、このHPでは、世界10

冊子
「ドイツの実情」は、今日のドイツを知る
ためのさまざまなアプローチを9つの章に
分けて紹介しています。9つの章ではいず
れも、まず重要な基本情報を伝える「展
望」で各章の主題を導入し、続いて、さま
ざまな側面について「テーマ」ごとに詳細
に掘り下げて説明しています。このほかど
の章にも、さらに詳しく知るための情報源
や、クロスメディアで展開するコンテンツ
の案内があります。 

→ 19の言語で刊行
→ 全9章
→ さまざまな情報レベル
→ さらに詳しく知るための案内
→ 各テーマごとの主要関連機関
→ ARアプリを用いたPrint to Web接続

展望： 分かりやすく全体を概観するテキストによ
り、各章の主題に関する最新の動向がすばやく
つかめます。

テーマ：  豊富なデータ
を用いて詳しく論じるテ
キストにより、さまざまな
重要な側面について、深
くて幅広い理解が得られ
ます。

パノラマ： 多彩なグラフィッ
クを各章に加えて、各章の主
題を直感的に分かりやすくビ
ジュアルに表現します。

「ドイツの実情」
ファミリー
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facts-about-germany.de: 
モダンなデザインと的確なインフォメーシ
ョン。 

デジタルによる追加コンテンツ
1. お使いのモバイル端末にApp Storeから無料
のアプリ「AR Kiosk」をダウンロードしてくださ
い。「AR Kiosk」はiTunesとGoogle Playで入
手できます。

2. アプリをスタートし、お使いのスマートフォンま
たはタブレットを「ビデオ/ARアプリ」のアイコン
のあるイメージの上にかざします（23、39、59、 
79、95、115、135、155ページ）。このページに
追加のデジタルコンテンツが隠れています。

3. アプリがイメージを認識すると、ボーナスコンテ
ンツが自動的に開きます。

デジタル
インターネットサイトfacts-about-germa-
ny.deは、幅広くマルチメディアに展開するデ
ジタルコンテンツの中核となります。応答の
速さを重視したデザインを採用、モバイル端
末での表示も快適です。「ドイツの実情」フ
ァミリーには、電子ペーパー版や電子リーダ
ー版もあります。facts-about-germany.de
はGerman Design Council のGerman 
Design Award 2018 の「Excellent Com-
munications Design – Online Publica-
tions」カテゴリーで優勝しました。

deutschland.de

facebook.com/deutschland.de

twitter.com/en_germany

instagram.com/deutschland_de

→ 19の言語で刊行
→  ビデオおよびインタラクティブなグラフ

ィック
→ 「ドイツの歴史」の章を追加
→  幅広い背景説明と各章に関する深掘り

キーワード

� � � ビ デ オ���� A R アプリ

か所に関する記事に分けて、ドイツと世界を結びつ
けるテーマや人に注目しています。そしてSNSを通じ
てドイツとの交流を続けてください。
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ドイツは分権制をとる連邦国家である。
中央政府としての連邦も、16の州も、そ
れぞれ独自の権限を有する。治安、学
校、大学、文化、自治体行政は、州の管
轄である。同時に、州の行政は、各州そ
れぞれの州法だけではなく、連邦法を実
現するものでもある。州政府は連邦参議
院に代表を送って、連邦の法律制定に直
接参加する。

ドイツにおいて、連邦制は、国家制度のレ
ベルにとどまらず、ドイツの文化と経済の
地方分権的な構造を体現するものであ
り、伝統に深く根ざしている。政治的機能
を超えて、州は各地域の特色あるアイデ
ンティティを体 現するもので もあ
る。1949年に制定された基本法では、州
の強い立場が規定されている。1990年の
再統一により、5つの新連邦州、ブランデ
ンブルク州、メクレンブルク＝フォアポン

メルン州、ザクセン州、ザクセン＝アンハル
ト州、そしてテューリンゲン州が誕生し
た。最大の人口を誇るのは、1,790万人の
暮らすノルトライン＝ヴェストファーレン州
である。バイエルン州は70,540平方キロ
メートルで面積が最も広い。人口密度が
最も高いのは首都ベルリン州で、1平方キ
ロメートルあたり4,012人である。3つの
都市州は、特殊な州であり、州の範囲はそ
れぞれ3つの大都市ベルリン、ブレーメ
ン、それにハンブルクに限定されている。
ブレーメン州は最も小さい州で、面積は
420平方キロメートル、人口は679,000
である。バーデン＝ヴュルテンベルク州
は、ヨーロッパで最も経済力のある地域
である。ザールラント州は第ニ次世界大
戦後、フランスの保護領として部分的な主
権しかもたず、10番目の連邦州として当
時の連邦領域に編入されたのは、ようや
く1957年1月1日のことであった。�

分権制の共和国�∙�紋章とシンボル�∙�人口動態�∙�地理と気候�∙�議会と政党�∙��
政治制度�∙�連邦政府�∙�著名なドイツ人

ドイツ概観

分権制の共和国
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ヘッセン州

ノルトライン＝ヴェストフ
ァーレン州

ラインラント＝
プファルツ州

ザールラント州

バーデン＝ヴュルテン
ベルク州

ニーダーザクセン州

シュレースヴィヒ＝
ホルシュタイン州

メクレンブルク＝フォ
アポンメルン州

ブランデンブルク州

ザクセン＝ア
ンハルト州

テューリンゲン州 ザクセン州

バイエルン州

ベルリン州

ポツダム

ハンブルク州

ヴィースバーデン

デュッセルドルフ

ハノーファー

ブレーメン州

キール

シュヴェリーン

マクデブルク

エアフルト ドレスデン

マインツ

ミュンヘン

シュトゥットガルト

ザールブリュッケン

 州都

16の州

JAP_Auf-einen-Blick_2018_Druck.indd   7 2018/7/3   上午11:25



ヘッセン州

ノルトライン＝ヴェストフ
ァーレン州

ラインラント＝
プファルツ州

ザールラント州

バーデン＝ヴュルテン
ベルク州

ニーダーザクセン州

シュレースヴィヒ＝
ホルシュタイン州

メクレンブルク＝フォ
アポンメルン州

ブランデンブルク州

ザクセン＝ア
ンハルト州

テューリンゲン州 ザクセン州

バイエルン州

ベルリン州

ポツダム

ハンブルク州

ヴィースバーデン

デュッセルドルフ

ハノーファー

ブレーメン州

キール

シュヴェリーン

マクデブルク

エアフルト ドレスデン

マインツ

ミュンヘン

シュトゥットガルト

ザールブリュッケン

 州都

16の州

JAP_Auf-einen-Blick_2018_Druck.indd   7 2018/7/3   上午11:25



€ .de
+49
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伝統的なドイツの国章は鷲である。連邦大統
領、連邦参議院、連邦憲法裁判所、そして連邦
議会は、それぞれ異なるデザインの鷲をかか
げる。コインや、スポーツのドイツ代表チーム
のユニフォームにも、さまざまなデザインの鷲

が見られる。

鷲の国章

基本法により、国旗の色は黒・赤・金と定めら
れている。1949年に制定されたこの旗
は、1919年に設立されたドイツ最初の共和
国の旗を受け継いだものである。ナチスはこ
れを廃止して、鉤十字に置き換えていた。

国旗

10月3日は、1990年の統一条約により、ドイツ
統一記念日として、ドイツの法定の祝日に定め
られた。ちなみに、ドイツ統一記念日は、連邦
法によって定められた唯一の祝日である。

2002年1月1日から、ドイツではユーロが唯一
の支払手段となっている。これによって、1948
年から使われていたドイツマルクは廃止され
た。欧州中央銀行（ECB）は、ドイツの金融都市
フランクフルト・アム・マインに本店を置く。

ドメイン「.de」は、ドイツでもっとも幅広く使わ
れ、世界で最も好まれている国別ドメインであ
る。国際電話番号+49により、99.9％の世帯
に固定電話や携帯電話から電話をかけること

ができる。

国民の祝日

通貨 ドメイン

1949年、ボンで採択された基本法は、当初は暫
定的なものと考えられていた。1990年の再統一
以後、持続的な憲法として受け継がれた。基本法
の146の条項は、ドイツの他のすべての法規範
の上位に位置し、国家の基本的な体制と価値を

規定している。

基本法

3
October
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Ei     –    nig    –    keit     und      Recht       und         Frei    –     heit
Da   –   nach       lasst     uns         al       –      le           stre   –    ben

Ei     –   nig     –     keit        und      Recht      und          Frei    –     heit

Blüh        im          Glan     –   ze       die    –   ses           Glü    –    ckes,

blü     –     he,            deut     –    sches        Va      –     ter     –     land!

sind         des           Glü      –   ckes        Un     –   ter      –        pfand.

für         das            deut   –  sche        Va      –      ter      –       land!
brü    – der        –     lich        mit       Herz           und             Hand!

ドイツの国歌はハインリヒ・ホフマン・フォン・ファラースレーベ
ンの「ドイツの歌」（1841年）の第3節のみからなる。メロディ
は、ヨーゼフ・ハイドンが1796/97年に作曲したもの。

国歌
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人口動態に関しては、3つの傾向が認めら
れる。出生率の低下、平均寿命の伸び、そし
て社会の高齢化である。ドイツが最高の出
生率を記録したのは1964年で、この年、新
生児は136万人であった。以来、ドイツの出
生は減少している2016年は新生児の数が
5年連続で上昇し、出生数が女性一人当た
り1.59人となりヨーロッパにおける平均的
な水準となった。それにもかかわらず、子供
の世代の人口が親の世代の人口よりも約3
分の1少ない状態が35年間続いていること
になる。50のグループは今日、新生児世代
の2倍である。同時に、平均寿命は伸びてお
り、男性で平均78歳、女性で83歳である。

少子高齢化は、経済発展と社会保障制度
に重大な影響をもたらす。これを押しとど
めるのが、ドイツ国内への移住である。ド
イツで暮らす人々のうち22％（1,840万人）
が� 移住を背景としている。そのうちの半数
以上はドイツ国籍をもつ。4つの少数派は
「古くからの定住者」と認められ、特別な
保護と支援�を�受�け�てい�る�。少�数�デ�ンマ
ー� ク人（50,000人）、北ドイツのフリース
人グル�ープ（60,000）、ドイツ・ポーランド
国境地帯のラウジッツのソルブ人（60,000
人 ）、それにドイツのシンティとロマ
（70,000人）である。 

人口動態

1,865,000 人
国 内 へ の 移 住 者（ 2 0 1 6 年 ）

1,365,000 人
国 外 へ の 移 住 者（ 2 0 1 6 年 ）

4,080 万世帯
世 帯 数

男性女性

平 均 寿 命

/83 歳 78 歳
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年 齢 構 成

8,260 万人
人 口 男 女 比

女性
4,074 万人

男性
4,183 万人

男性女性単位：1,000人 単位：1,000人年齢
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地理と気候
ドイツは中央ヨーロッパに位置し、9� つの国
と国境を接している。これほど隣接国の多い
国は、ヨーロッパにはほかにない。北では、
ドイツはバルト海と北海への玄関口である。
南はアルプスに接する。最も高い地点は、バ
イエルン州にあるツークシ� ュピッツェ山で、
標高2,962メートル。国内で最も低い地点
は、シュレースヴィヒ＝ホルシュタイン州のノ
イエンドルフ＝ザクセンバンデ村で、海面下
3 .5 4メートルである。ドイツの面積は
357,340平方キロメートル。フランス、スペイ
ン、スウェーデンに次いで欧州連合（EU）中
第4位である。国土の総面積のほぼ3分の1
は森で覆われている。湖、川、その他の水系
は、面積の2％強を占める。最も長い川はラ
イン川である。ライン川は、南西でドイツとフ
ランスの国境をなし、その北方では流域にボ
ンやケルンやデュッセルドルフがある。2番目
に長いエルベ川は、ドレスデン、マクデブル
ク、ハンブルクを結んで北海に注いでいる。

ドイツの気候は穏やかである。7月の平均最
高気温は摂氏21.8度、最低気温は12.3度。1
月は平均最高気温が2.1度、最低気温は‒2.8
度である。天候観測が始まって以来最高の
気温は摂氏40.3度で、2015年7月5日、キッ
ツィンゲン・アム・マインで記録された。 

ベルリン
891.70 km2

首 都

面 積

357,340 km2

中央ヨーロッパ
位 置
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ツークシュピッツェ山
2,962 m

最 も 高 い 山

ライン川
ドイツ内で865�km

最  も  長  い  川海  岸  線

2,442 km

森 林 面 積

114,191 km2

1,595 時間
日 照 時 間

850 l/m2
降 水 量
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ドイツ連邦議会は、4年ごとに、選挙権を有
する18歳以上の市民によって、自由・秘密・
直接選挙によって選ばれる。連邦議会はドイ
ツの国会である。最低598の連邦議会議員
の半分は、政党の州名簿による選挙（第2
票）に割り当てられ、もう半分は、299の選
挙区における候補者の選挙（第1票）に割り
当てられている。ドイツの選挙制度では、ひ
とつの政党が単独で政権を握るのは難し
く、政党連合が通例である。小政党や極小
政党の存在によって多数派の形成が困難に
なるのを防ぐため、5％条項と呼ばれる制限
条項を設けて、連邦議会から極小政党の議
席を排除している。第19期のドイツ連邦議
会では７つの政党が連邦議会に709人の代
表を送っている。すなわちC D U、C-
SU、SPD、AfD、FDP、左派党、それに同盟
90/緑の党である。連邦議会でキリスト教民
主同盟（CDU）は、1949年の第1回連邦議
会選挙から、バイエルン州でのみ活動する姉
妹政党キリスト教社会同盟（CSU）と共同で
院内会派を組んでいる。今期から新た議会
に参加するのがドイツのための選択肢
（AfD）である。自由民主党（FDP）は、4年
ぶりに議会に返り咲くことになった。

現在の連邦政府は、CDU/CSUと社会民主
党（SPD）の連立によって担われている。ア
ンゲラ・メルケル（CDU）が連邦首相、オー
ラフ・ショルツ（SPD）が副首相、ハイコー・
マース（SPD）が連邦外相を務める。AfD、�
FDP、左派党と緑の党は野党である。 

議会と政党
ドイツ・キリスト教民主同盟（CDU）  

党員427,173人��
2017年の選挙結果：26.8％

ドイツ社会民主党（SPD）  
党員463,723人��

2017年の選挙結果：20.5％

左派党  
党員62,182人��

2017年の選挙結果：9.2％

同盟90/緑の党  
党員65,257人��

2017年の選挙結果：8.9％

キリスト教社会同盟（CSU）  
党員141,000人��

2017年の選挙結果：6.2％

政党

ドイツのための選択肢(AfD)  
党員29,000人��

2017年の選挙結果：12.6％

自由民主党(FDP)  
党員63,050人��

2017年の選挙結果：10.7％
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連邦議会の最低議員数は598人。これに通常、
いわゆる超過議席と調整議席が加わる。2017
年に選挙が行われた第19期連邦議会には709

人の議員が所属している。

左派党  
69�議席

緑の党  
67�議席

FDP  
80�議席

AFD  
92�議席

SPD  
153�議席

709�議席

連邦参議院
連邦参議院は、5つの常設憲法機関のひとつであ
り、州を代表する。連邦参議院には州政府の69の
代表が所属する。どの州も少なくとも3票、人口の

多い州は最大6票を有する。

ニーダーザクセン州メクレンブルク＝フォアポンメルン州

4   テューリンゲン州バーデン＝ヴュルテンベルク州   6

4   シュレースヴィヒ＝ホルシュタイン州バイエルン州   6

4   ザクセン＝アンハルト州ベルリン州   4

4   ザクセン州ブランデンブルク州   4

3   ザールラント州ブレーメン州   3

4   ラインラント＝プファルツ州ハンブルク州   3
6   ノルトライン＝ヴェストファーレン州ヘッセン州   5

63

連邦議会

Fraktionslos
2 議席

CDU
200 議席 CSU

46 議席
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フランク-ヴァルター・シュ
タインマイヤー�
（1956年生まれ)、2017
年3月から連邦大統領

国民

州議会

州政府

ドイツ国籍を有するすべての
18歳以上の市民は、選挙権を
有する。有権者は普通・直接・自
由・平等・秘密選挙により議員

を選出する。

州議会の任期は通常5年であ
る。その権限と組織は州憲法に

よって定められる。

州政府は、それぞれの州議会に
よって秘密投票で選ばれ、また
州議会のサポートを受ける。

選出

選出

選出

構成

構成

政治制度
連邦大統領は、外交儀礼上最も位の高いド
イツの代表者である。外交儀礼上第2位に位
置するのは連邦議会議長である。連邦大統
領の代理は、連邦参議院議長が務める。連
邦参議院議長には、1年ごとの輪番で州首相
が就任する。政治的に最大の形成力を有す
るのは、連邦首相である。連邦憲法裁判所
長官も、高位の代表者のひとりである。 

アンゲラ・メルケル
（1954年生まれ）
（CDU）、2005年11月
から連邦首相

ヴォルフガング・ショイブレ
（1942年生まれ）�
（CDU）、2017年から連
邦議会議長

アンドレアス・フォスクーレ
（1963年生まれ）、連邦憲
法裁判所長官

JAP_Auf-einen-Blick_2018_Druck.indd   16 2018/7/3   上午11:25

連邦首相
首相は連邦議会による秘密
選挙で選ばれる。首相は政
治の方針を決定し、内閣を

代表する。

連邦政府
政府は連邦首相と連邦大臣
から構成される。どの大臣
も自らの所轄部門に自己責

任を負う。

連邦憲法裁判所
憲法裁判所は16人の裁判官からな
る。裁判官はそれぞれ連邦議会と連
邦参議院の3分の2の多数によって

選ばれる。

提案選出

構成

選出

選出

選出

連邦集会
ドイツ国籍を有するすべての
18歳以上の市民は、選挙権を
有する。有権者は普通・直接・
自由・平等・秘密選挙によ

連邦議会
国会の任期は4年、定数は598
議席である。これに超過議席と
調整議席が加わる。連邦議会は
立法と政府監督の任を負う。

連邦参議院
連邦参議院は、州政府から派遣
される69の構成員からなる。さ
まざまな分野で、法律は連邦参
議院の同意を必要とする。

選出

連邦大統領
連邦大統領は国家元首であ
り、第一に代表的な職務であ
って、国外に対してドイツ連邦
共和国を代表する。首相と連
邦大臣を任命し、法律を交付

する。

任命 任命
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連邦首相と連邦大臣は連邦政府、内閣を形
成する。首相の方針決定権と並んで、大臣が
自らの所轄部門を首相方針の枠内で自ら率
いる所轄原則や、集団責任原則が適用され
る。意見の分かれる点について連邦政府が
多数決で決定を下すのは、この集団責任原
則に基づく。連邦内閣は14人の専門閣僚と
連邦首相府長官からなる。連邦省はそれぞ
れの部門における最高の連邦官庁である。
首相には、基本法により「連邦首相は政治
の方針を決定し、かつその責任を負う」とい
う特別の役割が与えられている。首相府と
連邦省では、およそ18,000人が働いてい
る。最も人員の多い省は、外務省と連邦防
衛省である。8つの省は本部がベルリンにあ
り、6つの省は連邦都市ボンにある。すべて
の省は両都市に支所を置いている。 

連邦政府 連邦省

連邦財務省
→ bundesfinanzministerium.de

連邦内務・建設・国土省
→ bmi.bund.de

外務省�
→ diplo.de

連邦経済・エネルギー省�
→ bmwi.de

連邦司法・消費者保護省�
→ bmjv.de

連邦財務省�
→ bundesfinanzministerium.de

ドイツ連邦労働・社会省�
→ bmas.de

連邦食料・農業省�
→ bmel.de

連邦防衛省�
→ bmvg.de

連邦家族・高齢者・女性・青少年省�
→ bmfsfj.de

連邦保健省�
→ bundesgesundheitsministerium.de

連邦交通・��
デジタルインフラストラクチャー省�
→ bmvi.de

連邦環境・自然保護・原子炉安全省�
→ bmu.de

ドイツ連邦教育・研究省�
→ bmbf.de

連邦経済協力・開発省�
→ bmz.de
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コンラート・アデナウアー
(CDU) 1949–1963
ルートヴィヒ・エアハルト 
(CDU) 1963–1966
クルト・ゲオルク・キージンガー
(CDU) 1966–1969

ヴィリー・ブラント 
(SPD) 1969–1974

ヘルムート・シュミット 
(SPD) 1974–1982

ヘルムート・コール
(CDU) 1982–1998

ゲアハルト・シュレーダー
(SPD) 1998–2005

アンゲラ・メルケル 
(CDU) 2005-

テオドール・ホイス
 (FDP) 1949–1959

ハインリヒ・リュプケ
 (CDU) 1959–1969

グスタフ・ハイネマン
 (SPD) 1969–1974

ヴァルター・シェール
 (FDP) 1974–1979

カール・カルステンス
 (CDU) 1979–1984

ホルトス・ケーラー
 (CDU) 2004–2010

クリスティアン・ヴルフ (CDU) 2010–2012

ヨアヒム・ガウク (無所属) 2012-2017

連邦首相連邦大統領 1949
1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

リヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカー
 (CDU) 1984–1994

ローマン・ヘルツォーク
 (CDU) 1994–1999

ヨハネス・ラウ (SPD) 1999–2004

フランク-ヴァルター・シュタインマイヤ 
(SPD) 2017–

歴代の連邦大統領と連邦首相
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著名なドイツ人
誉れ高い巨匠、大胆な夢想家、鋭敏な思想
家：ドイツの歴史は、並外れた業績を残した
人物でいっぱいである。国境をはるかに超え
て知られている者も多い。ゲーテ・インステ
ィトゥートは、世界に知られたドイツ人のひと
り、ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテの
名前を担って、1951年から世界中で活動して
いる。バイロイト音楽祭では、毎年、世界中
からヴァーグナー信奉者が集まり、「ニーベ
ルングの指環」に酔い痴れる。フンボルトや
アインシュタイン、レントゲンやプランク、ベ
ンツやオットーといった名前は、研究者とエ
ンジニアの国としてのドイツの名声を築いて
きた。これらに続くのがノーベル化学賞を受
賞したシュテファン・ヘルや宇宙飛行士のア
レクサンダー・ゲアストである。

かつては、女性がそのような人生を切り開く
のは困難であった。それでも、クララ・シュー
マン、マリア・ジビーラ・メーリアン、パウラ・
モーダーゾーン＝ベッカー、ローザ・ルクセン
ブルク、アンナ・ゼーガース、リーゼ・マイトナ
ー、ゾフィー・ショルあるいは偉大な振付家
ピナ・バウシュのような女性たちがいる。現
在は作家のヘアター・ミュラーや研究者のク
リスティアーネ・ニュスラインフォールハート
が偉大な成果を挙げている。彼女たちは、男
性も女性も同じように参加し均等な機会を
もつことのできる現代社会の手本とされて
いる。そのような社会を実現するには、今後
もさらに努力を続ける必要がある。 

詩人、劇作家、学者：ヨハン・ヴォルフガ
ング・フォン・ゲーテ（1749‒1832）は
「万能の天才」にしてドイツ文学の古

典的大家である

ヨハン・ヴォルフガン
グ・フォン・ゲーテ

自由のための闘士：フリードリヒ・フォ
ン・シラー（1759‒1805）は世界演劇
史に名を残す大劇作家であり（「群盗」
「マリア・ストゥアルト」「ドン・カルロ
ス」）、卓越した思想家でもあった。

フリードリヒ・フォン・シラー

バロック教会音楽の大家：ヨハン・ゼバ
スティアン・バッハ（1685‒1750）は厳
格な「フーガの技法」を完成し、200以
上のカンタータとオラトリオを書いた。

ヨハン・ゼバスティアン・バッハ
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ロマン派の開拓者：ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴ
ェン（1770‒1827）は、透徹した精神で形式を極め
ると同時に、未曾有なまでに個人的な表現と感情を

音楽にもたらした（「第9交響曲」）。

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
銀幕のスター：マレーネ・ディートリヒ（1901‒1992）
は偶像視された数少ないドイツ人女優のひ�とり（「嘆
きの天使」）。ベルリンに生まれたが、�1939年、アメリ

カ市民権を取得した。

マレーネ・ディートリヒ

小説の巨匠：トーマス・マン（1875‒1955）は20世
紀の世界文学における最も重要な作家のひとりで
ある。一族の歴史を描く「ブッデンブローク家の人
々」により、1929年、ノーベル文学賞を受賞した。

トーマス・マン
ドイツ・ルネサンスの芸術家：アルブレヒト・デューラ
ー（1471‒1528）はニュルンベルク生まれ。美術史
上最も重要で最も多面的な人物に数えられる。木版

と銅版の技法に革命をもたらした。

アルブレヒト・デューラー

政治家にして世界市民：ヴィリー・ブラント（1913‒
1992）は連邦首相（1969‒1974）として緊張緩和
政策をリードした。当時の民主主義的・社会的変革
を他の誰よりも体現する人物である。1971年、ノー

ベル平和賞を受賞。

ヴィリー・ブラント
X線の発見者：ヴィルヘルム・コンラート・レントゲン
（1845‒1923）は1895年、ヴュルツブルクでX線
を発見、彼にちなんでレントゲン線と呼ばれ
た。1901年に第1回ノーベル物理学賞を受賞。以
来、80人を超えるドイツ人の第一線の研究者がこれ

に続いている。
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ドイツはしっかりとした価値観をもち、
民主主義的で、経済的な成功を謳歌する
世界に開かれた国家となっている。政治
状況は多彩である。第19期ドイツ連邦議
会に向けた選挙（2017年）後には、最大
勢力となったキリスト教民主同盟/キリス
ト教社会同盟（CDU/CSU）、自由民主党
（FDP）と同盟90/緑の党が連立政権樹
立に向けた交渉に入った。しかしこの交
渉は決裂した。その後2018年3月に行わ
れたSPDの党員投票を経てCDU/CSU
とSPDの大連立が発足した。ドイツにお
ける政 党の中で最も強い勢力を誇る両
党による政 権 運営は前 期も行われてい
た。709名の議員のうち、連立与党の議
員で399議 席を占める（CDU/C SUが
24 6 議 席、SPDが153議 席）。野 党は
AfDが92議席、FDPが80議席、左派党

が69議席、同盟90/緑の党が67議席そ
して無所属の議員が2名となっている。ド
イツの連邦議 会に初の議 席を獲得した
のが右派ポピュリスト政党のドイツのた
めの選択肢（AfD）である。連邦首相ア
ンゲラ・メルケル（CDU）は、2005年か
ら首相の職にあり、これが4期目にあた
り、ドイツ連邦共和国史上、初めての女
性首相である。副首相オラフ・ショルツ（
財 務大臣）とハイコー・マース（外 務大
臣）は、内閣におけるSPDの主要メンバ
ーである。連邦内閣は14名の大臣と、連
邦首相府長官からなる。連邦議会の今回
の立法期間（議会の任期）において連立
与党の共同作業の基盤となるのは、「欧
州の新たな門出、ドイツに新しいダイナ
ミズム、そして我が国に新たな結束を。」
と題した連立協定である。

新たな課題 ∙ 連邦国家 ∙ 積極的な政治 ∙ さまざまな形の社会参加 ∙  
政治の町ベルリン ∙ 生きた記憶文化

国家、政治、 
時代史

展 望

新たな課題
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ベルリンの旧帝国議会議事堂は、1999年、ドイツ連邦議会の所在地となった。ガラス張りのドームはサー・ノーマン・フォスターの設計による

国家、政治、時代史：本テーマに関する
ビデオ→ tued.net/ja/vid1

   ビ デ オ A R ア プ リ
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ドイツの経済は、2018年、成長を続けて
9年目に入る。雇用は記録的な水準にあ
り、国家と社会保険の歳入も増加、連邦
の新規債務はゼロにまで低下した。エネ
ルギーシフトも進展し、再生可能エネル
ギーは電力生産を決定づけるテクノロジ
ーとなる道を歩んでいる。

1990年のドイツ再統一以来の主要テー
マである東西の融合は、ドイツの人々を共
に成功の歴史へと導いた。「第2次連帯
協定」はまだ2019年まで有効であり、こ
のために1,565億ユーロが用意されてい
る。税金を収めるすべての東西の市民は、
引き続き共同で「東部再建」に取り組ん
でいく。付加税である「連帯課徴金」は
現在、税額の5.5％である。

しかし新しい課題も待ち受けている。人
口構成の変化は、他の先進国と同様、難
題である。移民や統合といった課題は、
取り組まなければいけない課題の中でも
優先順位が高い。ドイツ連邦議会選挙の

結果は人々の間で広がっている不安と不
満を象徴しており、連邦政府は連立協定
のなかで確約したように「良いものは継
続しつつ、政 治 的 議 論 を行 い 、刷 新を
し、変化していくことに対して勇気をもっ
て臨むことを証明しようとしている。」 

ドイツ連邦議会
選挙、議員，院内会派
→ bundestag.de

連邦参議院
構成、職務、会議
→ bundesrat.de

連邦大統領
国家訪問、日程、職務
→ bundespraesident.de

ネット

毎週水曜日9時30分、メルケル連邦首相が議長となって首相府で連邦政府閣議が開かれる
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政党
ドイツは政党民主主義国家である。第19期
ドイツ連邦議会では、7つの政党が議席を
確保している。CDU、CSU、SPD、AfD、FDP、
左派党、それに同盟90/緑の党である。こ
のほかおよそ25の小政党があるが、5％条
項のため連邦政治への影響力は限定され
ている。しかしさまざまな州議会では、こう
した小政党も議席を獲得している場合が
ある。ドイツ社会民主党（SPD）は、最大の
党 員 数を誇る政 党である（ 党 員 数
463,700）。キリスト教民主同盟（CDU）は
党員427,000人、その姉妹政党であるバイ
エルン州のキリスト教社会同盟（CSU）は
141,000人である（2017年）。
→ bundeswahlleiter.de

労働組合 
ドイツ労働総同盟（DGB）は8つの個別労
働組合の600万人の組合員を統括する組
織である。個別労働組合として最大のもの
は230万人の組合員を擁する金属労連（イ
ーゲーメタル）であり、特に自動車産業の
被雇用者を代表する。労働組合の主張は、
政治的議論において重みと影響力をもっ
ている。
→ dgb.de

産業団体 
ドイツ産業連盟（BDI）は、35の個別業種団
体を束ねる産業界の統括組織であり、およ
そ100,000の企業を代弁する。
→ bdi.de

社会運動 
1970年代から、ドイツの多くの人々は積極
的に環境政策グループや市民運動や非政
府組織に参加してきた。最大の環境団体
は、50万人以上の会員を擁するドイツ環境
自然保護連盟（BUND）である。
→ bund.net

世論調査
多数の世論調査機関が定期的にドイツの
政治情勢を調査している。インフラテスト・
ディマップ、アレンスバッハ、フォルザ、エム
ニド、選挙研究グループなどの機関は、特
に選挙前に存在感を増すが、毎週の最新の
世論動向も調査している。

関連機関

本章のあらゆるテーマに関して、コメン
ト付きのリンク一覧、寄稿記事、文書な
ど、さらに多くのインフォメーションを
提供します。また連邦参議院、連邦政
府、連邦国家、連邦議会、連邦憲法裁判

所、基本法，選挙制度など、さまざまなキーワードに関する
さらに詳しいインフォメーションもあります。
→ tued.net/ja/dig1

コン パクト

デジタル・プラス
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ドイツは連邦制をとる議会制民主主義国
家である。公共社会において最も存在感
のある憲 法機関であるドイツ連 邦議 会
は、選挙権を有する市民によって4年ごと
に直接選挙で選ばれる。連邦議会の最重
要の使命は、立法と、政府の仕事の監督
である。連邦議会は秘密選挙により、立
法 期間を任期として連 邦首相を選出す
る。連邦首相は、連邦政府において指針
を決定する権限をもつ。つまり、首相は政

策の基本方針を責任をもって決定する。
連邦首相は連邦大臣を任命し、その中か
ら副首相を任命する。しかし実際上は、
政権に参加する政党が、連立協議で約束
された部署にどの人物が就くかを決定し
ている。連立が崩壊すると、首相も4年の
立法期間の満了以前に退陣することもあ
り得る。連邦議会は首相をいつでも解任
する権限を有するからである。しかしこの
場合、議会は同時にいわゆる「建設的不
信任投票」を行って、後継者を任命しなけ
ればならない。したがって、選出された政
府が職務にあたらない時期というのは、
決して存在し得ない。

連立政権がドイツでは通例

議会の性格を決定づけるものとして、人
的要素を加味した比例代表制のシステム
はきわめて重要である。これにより、比較
的小さな政党も、得票結果に比例して、
連邦議会に代表を送ることができる。そ
のため、1度の例外を除いて、連邦政府は
その都度、選挙では互いに競い合った複
数の政党が連携することによって形成さ
れてきた。1949年の最初の連邦議会選
挙以来、連立政権は24回に及ぶ。議会の
分裂を回避し、政権形成が容易となるよ

連邦国家
テーマ

∙  最大の州： ノルトライン＝ヴェストフ
ァーレン州（人口1,790万人）

∙  最高額の連邦個別予算： 
労働社会省予算（1,376億ユーロ）

∙  最大の連邦議会委員会： 
経済・エネルギー委員会（委員49名）

∙  最高投票率： 
1972年の連邦議会選挙（91.1％）

∙  最大の連邦議会院内会派： 
CDU/CSU（246議員）

リスト
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う、連邦議会で議席を獲得するために
は、政党は少なくとも得票の5％（または
3名の直接選出議員）を集めなければな
らない（5％条項）。

ドイツの連邦的性格は、16の州が特に警
察、災害保護、司法、教育、文化などの点
で大きな独立性をもつ点にあらわれてい
る。ベルリン、ハンブルク、ブレーメンは、

都市でありながら、歴史的な理由から、
同時にそれぞれ連邦州でもある。各州と
中央国家との連携はきわめて密接であ
り、これにより、各州政府が連邦政治に
参加する多彩な可能性が生み出されてい
る。これを実現するのが、とりわけ第2院
である連邦参議院である。連邦参議院の
構成員は州政府であり、所在地はやはり
ベルリンである。人口の多い州は、少な

ベルリンの国会議事堂の屋根の上：1日に8,000人が議事堂を見学に訪れる
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い州よりも多くの議席を連邦参議院に有
する。連邦レベルでは野党である政党や、
あるいはそもそも連邦議会には議席のな
い政党でも、州政府への関与を通して連
邦政治に影響を及ぼすことができる。な
ぜなら多くの連邦法や政令は連邦参議院
の同意を必要とするからである。2011年
と2014年には、連邦議会では議席数の
少ない政党としては初めて、同盟90/緑の
党と左派党から、それぞれバーデン＝ヴ
ュルテンベルク州とテューリンゲン州の首
相が選ばれた。

州議 会には統 一的な選挙日程がなく、
州議 会の立法 期間もまちまちであるた
め、連邦議会の立法期間と並行して、連
邦 参議 院における力関係がさまざまに
入れ替わることがある。連 邦 参 議 院の
現在の勢力図では、連邦政 府は連邦 参
議院で安定多 数を得ていない。統 一的
な投 票行動をとる明 確に区分されたブ
ロックは、連邦参議院には現在、もはや
存在しない。なぜなら、16の州にそれぞ
れ 、連邦 共和国の成 立以 来かつてなか
ったほどの多彩な連 立 政 権が 誕 生して
いるからである。バイエルン州だけは、

キリスト教社会同盟（CSU）が連立パー
トナーなしで政 権を握っているが、それ
以 外では、CDUとSPDによる州政 府が
4つ、S P Dと 緑 の 党による 州 政 府 が 2
つ 、C D Uと 緑 の 党 に よる 州 政 府 が 2
つ、SPDと左派党による州政府が1つ、
左派 党とSPDと緑の党による州政 府が
2つ、そしてCDU とFDP、CDUと緑の党
とFDP、SPDとFDPと緑の党 、SPDと
CDUと緑の党の州政 府がそれぞれ1つ
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連邦大統領は国家の第1の市民である
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く、特別に招集される連邦集会で選出さ
れる。連邦集会は、半数が連邦議会議員
から、残りの半数は、州の議席配分に比
例して州議会から選ばれたメンバーから
なる。連邦大統領の任期は5年、再選は
1度だけ可能である。2017年からは、フ
ランク・ヴァルター・シュタインマイヤー
が連邦大統領の任にあたっている。SPD
に 所属し20 05 年から20 0 9 年 の間と
2013年から2017年まで連邦外務大臣

1961
東独指導部が壁と鉄条網により
東西ベルリンの往来を遮断。脱
出しようとする者は射殺された。
ドイツの国家的統一は、当面不
可能であるように思われた。

1953
1953年6月17日、東ベルリンと
東ドイツのおよそ100万の人々
が政治的・経済的情勢に抗議し
て立ち上がる。反乱は大規模な
軍事介入により鎮圧された。

1949 
5月23日、西側占領地域の各
州の代表からなる全州議会評
議会がボンで基本法を採択。8
月14日、第1回連邦議会選挙
が行われる。

マイルストーン
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を務めた。シュタインマイヤーは、1949
年以後、第12代の連邦大統領である。
連邦大統領は、国を代表することが第一
の使命であるが、法律に対して憲法違反
の疑いを抱いた場 合は、法 律への署名
を拒否することもできる。これまでの連
邦大 統 領は、大きな注目を集める公 的
な議論では最 大の影響力を及ぼしてき
た。連 邦大統 領は政 党 政 治からは身を
引いているが、アクチュアルなテーマに
関与し、時には政府、議会、国民に行動
を促すこともある。ドイツにおいては異
様に長い時間を要した2017の連邦議会
選挙 後から政権発足までの期間におい
て、シュタインマイヤーにとっては再選挙
を阻止することが大切であった。彼の仲
介なくしてSPDはこの時点で大連立を組
むことはなかっただろう。

基本法の番人： 
カールスルーエの連邦憲法裁判所

カールスルーエの連 邦憲法 裁判所は大
きな影響力をもち、公共社会においてき
わめて高い評価を獲得している。「基本
法の番人」と呼ばれ、権威ある審決を通

して、憲法の文言に拘束力のある解釈を
与える。憲法裁判所は2部からなってお
り、憲法機関同士の権限争いを裁き、ま
た法 律に対して基 本法 違 反の宣告を下
すことができる。法律によって自らの基
本 権が 侵害されたと考えた場 合、連 邦
市民なら誰にでも憲法裁判所への道が
開かれている。 

1999
連邦議会と連邦政府がベルリン
へ移転。国会議事堂はかつての
壁の両側にまたがっている。ボ
ンには引き続きいくつかの省庁
が残る。

1969 
ヴィリー・ブラントがCDU以外で
は初めて首相の座につく。SPD
とFDPの連立政権による東方政
策は、ドイツと東方の隣接諸国と
の和解の枠組みを作り出した。

1989/90 
東独で、平和的な抗議活動によ
り政権が崩壊。11月9日、西へ
の国境が開かれる。3月18日に
行われた初めての自由選挙を
経て、1990年10月3日、東独は
西独に編入された。

OSCE民主制度・人権事務所、ドイツ
連邦議会選挙監視団 ドイツの招きに
応 じて 、欧 州 安 全 保 障 協 力 機 構

（OSCE）は2017年9月24日の連邦
議会選挙の監視を行った。OSCEの
専門家は報告書の中でドイツにおい
て公正な選挙が行われ、ハッカーなど
による不正操作が行われていなかっ
たと証明。
→ osce.org

グ ロー バ ル
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「欧州の新たな門出、ドイツに新しいダイ
ナミズム、そして我が国に新たな結束を。
」とは、連立政党が2021年までの政権プ
ログラムのタイトルに選んだ言葉である。
連立政権は平和、安全、繁栄を担保する
EUの強化に尽力することを目標に掲げて
いる。2014年以降達成しているバランス
のとれた予算により連邦政府は通貨安定
の責任を果たし、ユーロ圏のパートナー諸
国の規範となることを目指す。

ドイツは全ての人が 好 景 気の恩 恵を受
けられることを望 んで い る。これによ
り社 会の 公 平 性が 高まり、人々の政 治
への信 頼へと繋がることが 期待されて
いる。

2017年の議会選挙では、前回の政権で
与党を務めた党が大幅に票を失った。そ
れに対し大きく票を伸ばしたのが 右 派
ポピュリズムのAfDで、初めて議席を獲
得し最大勢力の野党となった。好景気に
もかか わらず多くの人が 将 来に対する
不安を抱えている。そのため 連 邦 政 府
は、国内の社会的結 束を高め分裂を乗
り来なければいけないという結 論に達
した 。そのために連 邦 政 府は特に家 族
を支え、老後の安定に努め、雇用を創出
し、教育、イノベーション、デジタル化を
推進するつもりだ。移民の更なる管理と
移民の統合も主要な課 題だ。基 本法は
政治的迫害を受けている人々に対し、庇
護申請をする権利を保障している。それ
と同時に連 邦 政 府はドイツに在留でき
る見 込みのない人々の退 去にも力を入
れている。連 邦政 府は2018年内にEU
の庇護システムの改革を完了させること
を望んでいる。

0.0 ユーロ
2017年の連邦レベルにおけるドイツ
の予算赤字額。3,254億ユーロの歳入
に対し、支出も3,304億ユーロであっ
た。連邦はこれにより4年連続で新し
い債務を負わずに済ませたその主な
理由は好景気による高い税収である。
→ bundeshaushalt-info.de

数 字

積極的な政治
テーマ
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過去の成功を次に繋げる

前の政 権下で既にすべての業 種にわた
る最 低 賃 金 が 導入され た 。2018は 時
給8.84ユーロであり、定期的に検証さ
れる。2016には大手株式会社において
女性比率が導入された。2017末以来、
対 象企 業は監 査役の最低3割を女性が

占 め る と い る 規 則 を 遵 守 し て い
る。2017年末、企業規模の上位200社
の監査役の女性比率は25％だった。

再生化のエネルギーの比率を飛躍的に高
めたエネルギーシフト政策の継続的な発
展やデジタル化のために必要なインフラの
整備などは重点項目として継続する。 

ベルリンの連邦議会は政治の舞台である。第19期ドイツ連邦議会には、709名の議員が所属している。
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ドイツ連邦共和国の政治システムにおい
て、政党には中心的で特権的な地位が与
えられている。「政党は国民の政治的意
思形成に寄与する」と基本法の第21条は
定めている。これには、政党の内部秩序が
民主主義の諸原則に適合していなければ
ならないとする義務がともなう。すなわち
党首、委員会、候補者は、党ベースの代表
者による党大会で、秘密投票によって選ば
れる。政党内民主主義を強化するため、
諸政党は近年、重要な決定に際して党員
の意見を直接きくようになった。2018年
の 連 立 協 定に 関 するS P D の 党 員 投 票
は、CDU/CSUとの連立政権を樹立する
にあたって、決定的であった。政党は、根
幹においては依然として社会のあり方を
表現するものであるが、結束力は失ってい
る。CDU/CSUとSPDの背後に控える党
員はおよそ100万人、6,150万人の有権者

の中では、これは1.7％に過ぎない。投票
率も低下する傾向にある。連邦議会選挙
の場合、1970年代と1980年代の投票率
は一貫して高く、最高投票率が記録され
たのもこの時期であったが（1972年に
91.1％）、2013年と2017年の投票率はそ
れぞれ71.5％と76.2％であった。

若い人々にとっては、市民社会におけるさ
まざまなグループや非政府組織を通して
社会参加する方がいっそう魅力的である
ことも多い。ソーシャルメディアも、政治的
意志表示や政治的活動のためのプラット
フォームとしての意義を獲得している。住
民投票などの直接民主主義的な措置を通
しても、市民は政治プロセスに参加する。
州や自治体では、近年、直接民主主義の
さまざまな可能性がますます実践され、
市民に利用されるようになっている。 

低下傾向：連邦議会選挙の投票率

1949 19831972 20051990 2017

76.277.777.8
89.191.1

78.5

さまざまな形の社会参加
テーマ

国民の声 
ドイツの選挙制度は、わずかに修正を
加えた「人的要素を加味した比例代表
制」である。どの有権者も2票をもち、
第1票は選挙区における政党の候補者
に、第2票は政党の州名簿に投票する。
連邦議会の議席数の基礎となるのは
第2票である。
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住民投票の投票率

48.3 %

46.1 %

39.3 %

37.7 %

有権者の年齢構成

バーデン＝ヴュルテンベルク州（2011年）

ベルリン州（2014年）

ハンブルク州（2010年）

バイエルン州（2010年）

3.6 %
18–21歳

11.8 %
21–30歳

13.9 %
30–40歳

14.7 %
40–50歳

20 %
50–60歳

15.4 %
60–70歳

20.7 %
70歳以上

住民投票などの直接民主主義的な手段は、自治体レベルではしばしば利用される
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政治の町ベルリン
パノラマ

ベルヴュー宮殿
18世紀末に建設されたこの
宮殿は、1994年からドイツ連
邦大統領の第1官邸となって
いる。宮殿はベルリンのティア
ガルテンの縁にある。 連邦首相府

2001年から新しい連邦首相
府の建物が使われている。ポ
ストモダンスタイルの建築は、
外面が広くガラスで覆われて
いる。前庭にはバスク人芸術
家エドゥアルド・チリーダのス
チール製オブジェ「ベルリン」
がある。

709人
第19期ドイツ連邦議会の 

議員数

31 %
連邦議会議員の 

女性比率

3,000,000人
ベルリンの連邦議会の

年間訪問者数

61,500,000人 
連邦議会選挙の 

有権者数 

2

1
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ベルヴュー宮殿
連邦首相府
ドイツ連邦議会
連邦参議院
ヤーコプ・カイザー・ハウス
パウル・レーベ・ハウス
 マリー・エリーザベト・ 
リューダース・ハウス

旧帝国議会議事堂
1894年に建設された歴
史的建造物が近代的に改
造されて、今はドイツの国
会議事堂となっている。

ドイツ連邦議会
旧帝国議会議事堂（現ド
イツ連邦議会議事堂）の
ガラスのドームは透明
さのシンボルである。

ベルリン
ミッテ

14人
内閣の大臣数

24
1949年以降の 
連立政権の数

12人
1949年以降の 
連邦大統領の数

8人
1949年以降の 
連邦首相の数

ティアガルテン

6月17日通り

シュプレー川

3

1

2

3

4

5

6

7
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20世紀における戦争や暴力の支配と、イ
デオロギーを動機とする犯罪や政治的不
正との取り組み、そして迫害の犠牲者の記
念は、ドイツ連邦共和国の記憶文化にお
いて重要な役割を果たす。記憶文化は、
ナチズムの犯罪を未来の世代の意識の中
にもとどめようとするものである。その
際、中核となるのが、当時を生きた人々に
よる証言内容である。生きた記憶文化の
一環として、ドイツ全土に、さまざまな犠
牲者グループのために数多くの記念施設
が作られている。例えば、ベルリンの真ん

中にある「虐殺されたヨーロッパ・ユダヤ
人のための記念碑」は、ホロコーストの犠
牲になった600万人のユダヤ人を記念する
ものである。

戦争、抵抗、独裁の記念

2018年の11月にドイツは第1次世界大戦
の終戦100周年記念を迎える。2019年に
はワイマール共和国の初の国民議会開催
の100周年を迎える。第一次世界大戦の
始まりから100年、ベルリンの壁の崩壊
から25年にあたる大きな節目となった
2014年と2015年における追憶の念は、
とりわけ感謝に満ちたものとなった。反ヒ
トラー同盟を組んだ連合国に対する感謝
は、19 45年の解放のためでもあれ
ば、1990年の再興と再統一へのチャンス
のためでもある。そしてホロコーストを生
き延びて犯罪に関する証言を行う人々に
対しても、また第ニ次世界大戦後の民主
主義的ドイツに和解の手を差し伸べた人
々に対しても、感謝が向けられた。

ソヴィエト占領地域（ S B Z、19 4 5
～1949年）とドイツ民主共和国（1949
年～1990年）における共産主義独裁の
記憶も、ドイツの分断と東独体制を体験
しなかった世代のために、生き生きと保

ドイツや他の多くのヨーロッパの町で
は、いわゆる「つまずきの石」が地面に
埋められている。これは、そこでユダヤ
人の市民が暮らし、あるいは働き、そ
してナチスによって迫害され、殺害さ
れ、移送され、あるいは追放されたこ
とを記念するものである。およそ
10cm四方のサイコロ状のコンクリー
トブロックの上面に真鍮を打ち、そこ
に名前と生没に関するデータを刻ん
で犠牲者を記念している。
→ stolpersteine.eu

インフォ

生きた記憶文化
テーマ
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ち続けなければならない。これに関して、
「旧東独国家保安省文書に関する連邦
委 員 」の 役 割は 、依 然として重 要であ
る。文書は引き続き連邦委員のもとで保
管され 、分 類され 、関 係 者や研究者が
閲覧できるようにされている。ベルリン
＝ホーエンシェーンハウゼンの旧東独国
家保安省（シュータージ）本部における
常設展示では、住民を監視し、支配し、
萎縮させるシュタージの手段や手法が展
示されている。

ナチス独裁に対する抵抗を記念している
のが、ベルリン・ミッテ地区のベンドラー
街にあるドイツ抵抗記念館である。この
記念館は、1944年7月20日、シュタウフ
ェンベルク伯爵を中心とするグループの
クーデター計画が失敗に終わった歴史的
な場所にある。記念館では、1933年から
1945年にかけて、さまざまな個々人やグ
ループが、ナチス独裁に抗して、自らに残
された行動の余地を生かそうとした様子
を印象的に描き出している。 

ナチズム犠牲者の 
記念施設

ドイツの記念施設
マップ

ナチスの暴力的支配による犠牲者を記念する施設がドイツ全土に数多く作られている

JAP_022-037_STAAT_2018.indd   37 2018/7/3   上午11:45



39

5

107

9

8

4

4

3

6

5

ち続けなければならない。これに関して、
「旧東独国家保安省文書に関する連邦
委 員 」の 役 割は 、依 然として重 要であ
る。文書は引き続き連邦委員のもとで保
管され 、分 類され 、関 係 者や研究者が
閲覧できるようにされている。ベルリン
＝ホーエンシェーンハウゼンの旧東独国
家保安省（シュータージ）本部における
常設展示では、住民を監視し、支配し、
萎縮させるシュタージの手段や手法が展
示されている。

ナチス独裁に対する抵抗を記念している
のが、ベルリン・ミッテ地区のベンドラー
街にあるドイツ抵抗記念館である。この
記念館は、1944年7月20日、シュタウフ
ェンベルク伯爵を中心とするグループの
クーデター計画が失敗に終わった歴史的
な場所にある。記念館では、1933年から
1945年にかけて、さまざまな個々人やグ
ループが、ナチス独裁に抗して、自らに残
された行動の余地を生かそうとした様子
を印象的に描き出している。 

ナチズム犠牲者の 
記念施設

ドイツの記念施設
マップ

ナチスの暴力的支配による犠牲者を記念する施設がドイツ全土に数多く作られている

JAP_022-037_STAAT_2018.indd   37 2018/7/3   上午11:45



外交38 | 39

シビリアンパワーとしてのドイツ ∙ 平和と安全保障のための取り組み ∙ 欧州統合の擁護 ∙ 
人権の保護 ∙ 持続可能な開発

外交

展望

シビリアンパワーとしてのドイツ

ドイツは国際政治と緊密かつ多面的に結
びついている。ドイツは200近い国家と
外交関係を結び、重要な多国間組織には
すべて加盟し、また非公式の国際協力グ
ループG7やG20の一員でもある。外務大
臣は 、2018 年から、ハイコー・マース
（SPD）が務めている。ベルリンを中心と
する外務行政組織では、およそ11,652人
が活動している。ドイツの在外公館の数
は、合わせて227である。

ドイツ外交の第一の目標は、世界の平和
と安全保障の維持であり、その基本軸の
ひとつは、多国間協力構造への幅 広い
統 合 で あ る 。具 体 的 に は 、欧 州 連 合

（EU）におけるフランスとのパートナー
シップ、アメリカ合衆国との環大西洋同
盟の価値共同体への立脚、イスラエルの
生存権の支 持、国連（UN）や欧 州評議
会における積極的で責任ある活動、そし
てOSCEの枠内でのヨーロッパの安全保
障体制の強化が挙げられる。

パートナー諸国と手を組んで、ドイツは
世界中で平和、安全保障、民主主義、人
権のために力を尽くしている。ドイツのか
かげる安全保障の概念は拡大されたも
のであり、戦争の防止、軍縮、軍備管理
といった問 題のほか、持 続 可能な経 済
的・生態学的・社会的側面も包括する。
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ドイツ外交は多国間協力にしっかりと組み込まれている

外交：本テーマに関するビデオ  
→ tued.net/ja/vid2

  ビ デ オ       A R ア プ リ
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外交

外務省
日程、人員、テーマ、連絡先

欧州連合
24の言語で情報を提供する欧州連合
のポータルサイト

OSCE 
OSCEのドイツ連邦共和国常設代表部

ネット

マース連邦外務大臣とフェデリカ・モゲリーニ欧州連合外務・安全保障政策上級代表の談話の様子

これには、すべての者にチャンスがあるグ
ローバル化、国境を越えた環境保護と温
暖化防止、文化間の対話、それに訪問者
や移民に対して開かれた姿勢などが含ま
れる。東西紛争の終結以来、ドイツ外交
には新しいチャンスと課題が訪れた。世
界の国々の中にあって、ドイツは、1990
年の再統一により、ますます大きな責任
を引き受けることとなった。ドイツは今
日、さまざまな努力を払って、紛争の政
治的解決、平和を保証する構造の維持、
さらには国連の委託による平和ミッショ
ンに貢献している。国連の紛争解決を更
にサポートするためにドイツは分担金を
3倍に増やしたとマース外務大臣が2018
年春の国連総会での演説で発表。

平和を維持するために単に軍事力だけでは
足りないため、ドイツは人道支援と対外文
化政策に関する取り組みを強化してきた。

国際貢献をアピールするため、ドイツは
2019/20年の国連安全保障理事会の

非常任理事国入りを目指して立候補し、
選ばれた。

グローバル化とデジタル化が進み、目ま
ぐるしく変化する世界においてはこれま
での外交政策の他にサイバー犯罪やプロ
パガンダによる世論の誘導などの新しい
テーマが頻繁に議題に上る。 
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外交代表部
ドイツは195カ国と外交関係を結び、世界
中に227の代表部を置いている。そのうち
153が大使館である。
12の国際組織にも、ドイツの常設代表部
がある。
→ diplo.de

多国間組織 
ドイツが責任を負う多国間組織には、国
際連合（UN）、欧州連合（EU）、北大西洋
条約機構（NATO）、欧州安全保障協力機
構（OSCE）、欧州評議会、経済協力開発機
構（OECD）、世界貿易機関（WTO）、国際
通貨基金（IWF）などがある。

連邦国防軍
連 邦 国 防 軍 は 、内 部 改 革 後 、お よ そ
180,000人 の 現 役 の 兵 士を 有してい
る。そのうち21,000人は女性である。
2018年にはドイツ軍に所属する3,700
人が14の任務に就いている。
→ bundeswehr.de

紛争防止の専門家たち
国際平和活動センター（ZIF）は、危機地
域に投入するための非軍事的な要員を
養成し、専門家を派遣している。
→ zif.de

外交シンクタンク
重要な外交・安全政策研究機関としては、ド
イツ外交政策協会（DGAP）、ドイツ・グロー
バル／地域研究所（GIGA）、ヘッセン平和・
紛争研究財団（HSFK）、平和研究・安全保
障政策研究所（IFSH）、それに科学政策財団

（SWP）などがある。

政治財団
CDU、CSU、SPD、左派党、同盟90 / 緑の
党、FDP の各政党に近い財団は、独自の事
務所を構えて世界中で活動している。
財団は連邦予算から資金を得て、それぞれ
のパートナー国で政治教育、経済発展、民
主的対話を促進する。

関連機関
コンパクト

本章のあらゆるテーマに関して、コメ
ント付きのリンク一覧、寄稿記事、文
書、講演など、さらに多くのインフォメ
ーションを提供します。また欧州連合

や多国間組織の概要に関するさらに詳しいインフォメ
ーションもあります。
→ tued.net/ja/dig2

デジタル・プラス
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外交 交 渉、紛 争防止、危 機の平和 的 解
決などはドイツが 外交面で優 先的に活
用する手段である。包括 的な安 全保 障
政 策にはドイツ連 邦軍の他国籍の平和
維 持 活 動 への 参加に加え、公 務員、裁
判官、検察官、警察官、開発援助者やそ

の他の民間人の派 遣なども含まれる。
ドイツの外交 政 策の特 徴ともいえる多
国間での緻密な協力は特に軍事手段の
投入にも表れる。

連 邦 軍 の 紛 争 解 決 任 務 は 必 ず 国
連、EUやNATOなどの国際機関などの
集団的自衛や防 衛のもとに行われる。
連 邦 軍の国外任務に関しては、民間、
政 治、開 発 援助 、社 会 経 済 学 的な手段
を広く取り入れた枠 組みの中で行われ
る。連 邦 政 府はこのような紛 争関 連の
国 際 貢 献 に 関 する 指 針 を 取 りまとめ
た。武 装部隊の派 遣に関しては議 会の
委 任と管 理 が 必 要であり、ドイツ連 邦
議 会の議員の過半数の賛 成が必要。連
邦軍はその為議会軍とも呼ばれる。

ドイツは1955 年に連 邦 軍を結 成して
以来NATOに政治面でも軍事面でも参
加している。北大西洋 条 約 機 構との強
い結 束はドイツ外交のDNAとも言える
でしょう。ドイツはNATOで第2位の兵

平和と安全のために
テーマ

∙  最大のドイツの在外公館  
在モスクワ大使館、約300人の職員

∙  ドイツ連邦議会のおける最大会派  
アメリカ会  
80人の議員

∙  ドイツ最大のEU機関  
欧州中央銀行（ECB）、フランクフル
ト·アム·マイン、従業員3,380人

∙  ドイツ最大の国連施設  
合計30、うち19はボン

リスト
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力を編 成し、N ATO主 導 のアフガニス
タンの「 確 固たる支 援 」任務（R SM 任
務）からコソボ治安維持部隊（KFOR）
ま で の 任 務 に 実 質 的 に 参 加 して い
る。19 92年 以 降 、およそ4 0 の 海 外派
遣任務が完了した。2018年の春、連邦
軍は3,500人の兵士を14の任務に派遣
した。ウクライナ紛争を踏まえ、NATO
は設立目的であった集団的自衛権に原
点回帰し、安心供 与と軍事的適 応を柱
とする対策を決定した。ドイツはそれに
実 質 的に参 加した 。2015 年にオラン
ダ、ノルウェーと共に機構の対応力を向
上 さ せ る 高 度 即 応 統 合 任 務 部 隊
（VJTF）の新設に貢献した。2019年ド
イツは枠組み国としてVJTFの先導的役
割 を担う。ドイツそれに 加 え バ ルト諸
国における制空権の確保（Air Poli-
c ing）と2017年 以 降 バ ルト諸 国とポ
ーランドにおける「強 化 され た前 方プ
レゼンス」（enhanced Forward 
Presence – eFP）のために枠組み国
としてリトアニアで活動している。

国連に信頼され尊重される加盟国

1973年に国連に加盟して以来ドイツは
積 極 的 で、信 頼され 、尊 重される加 盟
国だ。2018 年 、ドイツは2019/2020
年の非常任理事国に選出され 、非常任
理事国入りはこれで6度目となった。ド
イツの国連分担金は年間1億6,100万ド
ル、国連の平和 維 持 活動に関する分担
金は約4億6,600万ドル。それはそれぞ
れの予算全 額の6,4%に当たる。これに
よりドイツは2017/2018年の分担金で
4位だった。2013年から2017年に掛け
てドイツは国連 難民高等弁務官事務所

に 関 す る 分 担 金 を 3 倍 に し た 。3 億
8,70 0万ドル の 分担 金はアメリカに 次
いで2位 。2018年の春国連のマリとレ
バノンにおける5つの 平和 維 持 活 動に
参加 。西 側の先 進 国の中でドイツは国
連の平和維 持軍に最も多くの兵士を派
遣している。ドイツにおいても国連の機
関が あり、特にボンにある国 連 大 学 の
キャンパスには、ドイツにある30の国連
機関のうち19がある。

平和 維 持 活 動に際して、さまざまな 国
際 組織をさらに的 確に支 援するため、
ドイツは民間の危機 支援要員の教育と
派遣の発展をさらに進めていく。2002
年に設立された国際 平和活動センター
（ZIF）は、要請に即時応えられる専門
家を1,500人有しており、さらなる強化
を図っている。ZIFは民間支援者を選び
出し、研修を経て、監視員や調停者とし
て紛争地域や紛争後の国々に投入し、
そして彼らの経験を検証する。ドイツ外
務省と協力して、ZIFは設立以 来、選挙
監 視ミッションですでに3,0 0 0人をボ
ランティアの短 期·長 期選挙監視員とし
て派遣し、65ヵ国でこのプロジェクトを
行った。

欧 州の平和と安 全保 障のためのもうひ
とつの柱として、ドイツは欧州安全保障
協力機構（OSCE）を支援している。O-
SCEは1995年、欧州安全保障協力会議
（CSCE）を母体に誕 生した。OSCEの
基 本文書は、1975にヘルシンキで調印
された最終合意文書である。そこでは、
欧 州安全保障 秩 序の基 本原則として、
国境の不可侵と紛争の平和的解決で合
意している。
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OSCE：欧州の平和と安全保障のため
の中心的フォーラム

OSCEは今日、ヨーロッパ、北アメリカ、
中 央 アジ アの 57の 加 盟 国 を 擁してお
り、集団的安 全保障のための地 域 組織
としては 世界最 大である。紛 争 防止と
民主化の促進のために恒久的な任務を
行い 、ドイツの支 援を得て選 挙 監 視 委
員を加盟国に派遣している。ウクライナ
危 機においては、対 話と信 頼 形成のた
めの中心的フォーラムとしてのOSCEの
意義があらためて明らかになった。
OSCEは、東ウクライナの紛争の平和的
解決を、政 治交渉の場の設 定や特別監
視 任 務 を通じて支 援している。この 特
別監 視 任務では、650人の民間の監 視
員が 紛 争地 域においてミンスク合意が
順守されていることを監視し、部隊と武
器の撤 退が 行われていることを検 証す
ることが目的である。2016年ドイツは

OSCE議長国として紛争地域（沿ドニエ
ストル共和国やナゴルノ·カラバフ）にお
ける 既 存 の 交 渉 の 枠 組 み を復 活 させ
た。OSCEに対する信頼を再建し、安全
保障面での対話のプラットフォームとし
て強化するために2016年末にハンブル
グで開催されたOSCE大臣会議の中で
ヨーロッパにおける安 全保 障面の課 題
に関して組織的な対話ができる環境整
備 と 軍 備 管 理 観 点 で の 影 響 ( „ F r o m 
Lisbon to Hamburg“)を採択した。

軍縮と軍備管理のための尽力

ドイツは、軍縮、軍備管理、兵器の不拡
散を通じて世界平和に大きな貢 献をし
ている。ドイツは 核 兵 器 のない世界 を
目指している。例えば 、「大 気 圏内、宇
宙空間及び水中における核兵 器実験を
禁 止する条 約」の早 期 締 結に尽力して
いる。国 連 安 全 保 障 理 事会の5つの常

EUTM（欧州連合マリ訓練ミッション）など数多くのミッションで連邦国防軍は国外出動している
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任理事国とEUと共同で、ドイツは2015
年7月にウィーンにおいてイランとのイラ
ン核合意の締結に向けて積極的な貢献
をした。ドイツは引き続き、化学兵 器の
不使用の基準を制定した化学兵器禁止
条 約 などの重 要な 国 際 的 協 定· 合 意の
普遍性と実現に取り組んでいく。

無 人 兵 器など、新技 術開発に伴う軍備
管 理に関する課 題に関してもドイツは
立場を明確にした。連 邦政 府は最終 判
断を人の手に委ねない自動兵 器に反 対
をし世界的な禁止を実現しようとしてい
る。ドイツ外交の目標の一つは対人地雷
の全面禁 止のために締結されたオタワ
条 約 の 加 盟 国 を 全 世 界 に 拡 大 するこ
と。ドイツは2017年地雷除去と地雷被
害 者に対する支 援プログラムに7,570
万ユーロを拠出し、この分野において最
大の拠出国の一つである。不 要な武器
や弾薬の廃棄や危険な在庫の安全な保
管もドイツ外交の重要課題である。

OSCEの枠組みで、通常軍備の管理や、
信頼と安定を構築するための措置は、
きわめて重要である。ドイツはこうした
措 置を、最 新の課 題に合わせて近代化
し、適合するよう努力し、2016年にヨ
ーロッパにおける通常軍備の管 理の再
スタートを促した。2016末にハンブル
グで開催されたOCSE大臣会議で発足
させた「組織的な対話」は2017年にド
イツが 議 長 国を務 めた際に、OC SE枠
組みの中で安全保障体制の重要なフォ
ーラムへのなった。その中で危機分析結
果を議 論したり、安 全保 障 協定を復 活
させ、通常軍備の管 理を促 進すること
が目的だ。 

アームド・コンフリクト・サーベイ2017  
戦争犠牲者の数は2016年若干減少
したと、ロンドンの国際戦略研究所

（IISS）は報告している。2016年に起
きた36の武力紛争では157,000人
が死亡し2015年に比べると10,000
人減少した。
シリアでの内戦が最も大きな武力紛
争で、シリア難民の9割が近隣諸国に
避難し定住した。2016年
末には6,560万人が難民
となっていた。
→ iiss.org

グ ロー バ ル
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ヨーロッパで最も隣接国の多い国がド
イツである。ドイツが国境を接する国は
9つにおよび、そのうち8つが欧州連合
（EU）に属している。欧州統合は、最
も感慨深い政治的成果のひとつであ
り、ドイツにとっては平和と安全保障と

安寧の基礎である。統合のさらなる発
展と強化は、多様な危険をはらんだ複
雑な兆候が見られるだけになおさら、ド
イツ外交の主要課題となっている。EU
という歴史的プロジェクトは、1950年
代初頭に始まり、今日では28加盟国の
5億人以上の連合市民を包括する。ドイ
ツの欧州政策は、欧州統合のあらゆる
段階で、牽引力としての地歩を固めてき
た。そして東西紛争の終結後はヨーロッ
パの一体化に積極的に関与してきた。
欧州統合の過程で、世界最大の共通市
場が創設された。この市場は、ローマ条
約(1957)に定められた4つの基本的自
由、すなわちEU諸国間の商品移動の自
由、労働力の移動の自由、EU域内のサ
ービスの自由、それに資本移動の自由を
特徴とする。

共通の欧州市場の大きさと経済力
は、EUを世界経済の主役にしてい
る。2018年、IMFは19か国が所属する
ユーロ圏において、2.2％の成長を予測
している。EU最強の国民経済として、

欧州統合の擁護
テーマ

5億1200万
欧州連合の28加盟国で暮らす人の数。
これは中国とインドに次いで第3位の
人口である。市民は24の言語を話
し、400万平方キロメートルの領域で
暮らす。国内総生産は153億3,000万
ユーロで、世界全体の輸出に関しては
15.6％、輸入に関しては14.8％を占
めて、EUはそれぞれ中国とアメリカ合
衆国に次いで世界2位である。
→ europa.eu

数 字
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ドイツは、とりわけ経済的・社会的変革
の時期に、大きな責任を負っている。そ
れが 明 確になったのは金融・財政 危 機
の時だ 。ユーロ加 盟 国は 窮 地に陥った
国を救 済 するための 基 金、つまり欧 州
安定メカニズム（ESM）を設立。ドイツ
政 府は、フランスをはじめとして他の加
盟国と連 携を取りながらユーロ圏を強
化し、危機に対する耐性を高めようとし
ている。

欧州統合の原動力としての独仏友好  

欧州統合と並行して、フランスとドイツは
第ニ次世界大戦後、緊密なパートナーシッ
プを築き上げてきた。これは今日、2つの
民族の和解のモデルとされることも少な
くない。両国は共に1957年、今日のEUの
中核となる欧州経済共同体（EEC）の6つ
の創立 加盟国に名を連ねた。独仏 友 好
は、1963年のエリゼ条約を基礎として、

1957年以来7度の拡大を経て、EU加盟国は当初の6カ国から28カ国に増えた

ベルギー

ブルガリア

デンマーク

ドイツ

エストニア

フィンランド

フランス

ギリシャ

アイルランド

イタリア

クロアチア

ラトヴィア

リトアニア

ルクセンブルク

オランダ

オーストリア

ポーランド

ポルトガル

ルーマニア

スウェーデン

スロバキア

スロベニア

スペイン

チェコ共和国

ハンガリー

イギリス *

キプロス
マルタ

欧州連合の28加盟国一覧
マップ

* 2019年3月に脱退
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市民社会や独仏のさまざまな機関の密接
な連携によって推進されている。両国は、
欧州政策・外交政策上の諸問題に関して
緊密な調整を行い、共同のイニシアチブ
により、常に、欧州政治の建設的発展の
ために貢献している。

ドイツとポーランドの協力関係は、近
年、欧州統合プロセスの一要素となって
いる。ポーランドとの和解は、1970年
代、ヴィリー・ブラント首相の東方政策に
よって最初の成果を見た。これを受け継
いで、1990年のドイツ統一の際、2+4条
約により、統一の外的側面に関して共通
の国境が認定され、同年には国境条約
が締結された。1991年にはドイツ・ポー
ランド善隣友好条約が結ばれた。フラン
スとポーランドの友好関係と合わせて、
三国による「ヴァイマル三角連合」が形
成されている。

欧州が同一歩調をとることによるグロー
バルな重要性の増大

2009年、リスボン条約により、共通外
交・安全保障政策（CFSP）が強化さ

れ、制度化された。欧州連合外務・安全
保障政策上級代表は、外務理事会の議
長であり、同時に欧州委員会の副委員
長を務める。2014年からは、イタリアの
フェデリカ・モゲリーニがこの職につい
ている。彼女はまた、CFSPの問題に関
して、EUを対外的に代表し、職務の遂
行にあたっては 、欧 州対外行 動局
（EAS）のサポートを受ける。こうした
制度の改革により、EUは国際的な明瞭
性と効果を大幅に強化した。共通安全
保障防衛政策（CSDP)によりEUに効率
的な危機管理のために必要な任務を遂
行する権限が与えられた。その際、民間
と軍事の手段が活用される。長期的な
目標はヨーロッパ安全保障防衛連合
（ESVU）の設立である。

2015年と2016年に起きた難民と移民
の欧州への流入は、ドイツが他の加盟
国と共に持続可能な解決策を模索して
いる欧州全体のテーマである。欧州委
員会の「欧州移民・難民アジェンダ」は
2016年の3月のEU・トルコ声明、難民
のアフリカにおける出身国や経由国と
の協定や密入国斡旋業者の摘発などの

1993
欧州統合を市民が実感。ルクセ
ンブルクのシェンゲンで、ドイ
ツ、フランス、ベネルクス諸国が
領域内の国境検問の廃止で合
意する。多くの国々がこれに続
いた。

1979
ヨーロッパ人がそろって選挙へ。
ストラスブールとブリュッセルで
開催される欧州議会の議員が
初めて直接選挙で選ばれる。こ
れより前、欧州議会議員は各国
議会から派遣されていた。

1957
欧州統合プロセスの始まり。ベ
ルギー、ドイツ、フランス、イタリ
ア、ルクセンブルク、オランダが、
ローマ条約により欧州経済共同
体（EEC）を創設する。

マイルストーン
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ヨーロッパにおけるパートナー連邦首相アンゲラ・メルケルとフランス大統領エマニュエル・マクロン

具 体 的 な 成 果 を 挙 げ る こ と が で き
た。2017年の主な難民ルートでの違法
越境が2016年に対し63％減少。しかし
亡命希望者をEU内で公平に受け入れる
問題については、未だになお、一致団結
して持 続 可能な 解決 策をさぐることが
必 要である。ドイツは 危 機 の 抑止と人
道 支 援の一環として、難 民の発 生 原因
の撲 滅に力を入れている。啓 蒙 活 動も

重 要である。ドイツ外 務 省や 紛 争地 域
にあるドイツの在 外公館は難 民と非正
規移住のリスクの説明し、間違った情報
を意図的に拡散する密入国斡旋業者に
対抗している。

2020年の後半ドイツにはEU理事会の議
長国の順番が巡ってくるのでここで重要
な政治分野において特色を出したい。 

2009
EU代表が世界に登場。リスボン
条約により、EUに外務・安全保
障政策上級代表職が創設され
る。欧州対外行動局（EAS）も設
立された。

2002
ヨーロッパにひとつの通貨。当初
はEUの12カ国で、ユーロが現金
として導入される。決済用の通貨
としてはすでに1999年から使用
されていた。新たに設立された
欧州中央銀行（ECB）の本店はフ
ランクフルトに置かれた。

2004
5月1日、エストニア、ラトヴィア、
リトアニア、ポーランド、チェコ、
スロバキア、スロベニア、ハンガ
リー、それにマルタとキプロス
がEUに加盟。3年後にはブルガ
リアとルーマニア、2013年には
クロアチアが続いた。
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「人間の尊厳は不可侵である。これを尊
重し、かつ保護することは、すべての国家
権力の義務である」。基本法第1条には、
明白にこのように記されている。同条で
は、ドイツは「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
基礎と認める」と宣言している。この義務
を、ドイツは外交関係においても重要な
ものと考えている。人権の保護と強化
は、外交や国際的文脈において重要な役
割を果たす。なぜなら、組織的な人権侵
害が、紛争や戦争の最初の一歩であるこ
とが珍しくないからである。EUパートナ
ー諸国と共同で、また国際連合（UN）と

連携して、ドイツは世界中で人権基準の
保護と推進に尽力している。

国際的な人権機関での活動

ドイツは国連の主要な人権条約とその付
属書（自由権規約、社会権規約、人種差
別撤廃条約、女子差別撤廃条約、拷問等
禁止条約、子どもの権利条約、障害者権
利条約、強制失踪防止条約）の締約国で
ある。最近では、ドイツは拷問等禁止条
約の付属書と、障害者権利条約に署名
し、両者は2009年に発効した。ドイツは
また、個別抗告手続を可能にする子ども
の権利条約の付属書を批准したヨーロッ
パで最初の国である。

連邦政府は、差別と人種主義からの保護
を支援し、世界中で死刑に反対し、政治
参加と権利保護を支持し、宗教と世界観
の自由を擁護し、人身売買と戦い、住む
権利と清潔な飲料水や衛生設備を手にす
る権利の実現のために邁進する。世界で
は21億人が清潔な水にアクセスできな
い。こうした状況を変えようと、ドイツは
この分野の最大の拠出国のうちの一員と
してさまざまなプロジェクトに年間4億ユ
ーロを拠出している。水へのアクセスとい
う、比較的新しい人権のテーマは、ドイツ
開発援助の重点項目となっている。2017
年までアフリカにおいては2,500万人に
対し水へのアクセスが確保できた。

人権の保護
テーマ

ドイツに数多くある非政府組織も、グ
ローバルな人権の実現、開発政策の
進展、人道支援に取り組んでいる。彼
らは政治家に行動を迫り、市民の意
識を向上させる。しかし彼ら自身も活
動的であり、寄付を集め、現場におけ
る独自のプロジェクトをコーディネー
トする。開発政策・人道援助NGO連盟
（VENRO）には、およそ120の組織
が所属している。
→ venro.org

インフォ
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2013年から2015年と、2016年から
2018年までドイツはスイス・ジュネーヴ
の国連人権理事会の理事国となってい
る。人権理事会のとる重要な手段とし
て、「各国の普遍的・定期的レビュー」
がある。レビューにあたっては、すべての
国連加盟国が人権に関わる義務の履行
について報告書を作成し、批判的な審
査を受ける。ドイツはこの手続を2018
年に3回目を通過している。

ドイツは、欧州評議会の47加盟国の中
でも最も活動的な国のひとつである。
欧州評議会は、人権、法治主義、およ
び民主主義をヨーロッパ全域で保護
し、促進することに取り組んでいる。欧
州人権条約などの主要な条約を通し
て、欧州評議会は欧州共通の法的領域
の発展に貢献し、欧州大陸における拘
束力ある共通の基準や価値の遵守を監
視している。

ジュネーヴの人権理事会は、国連で最も重要な人権機関である
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国際的な人権政策の手段

ヨーロッパにおける人権実現に向けた欧
州評議会の中心機関は、フランス・ストラ
スブールの欧州人権裁判所（ECtHR）で
ある。欧州評議会の47加盟国のいかなる
市民も、欧州人権条約で保護された権利
が 侵害されれば、欧 州人権 裁判所に直
接、訴えることができる。ドイツは、すべて
の欧州評議会加盟国が欧州人権裁判所
の審決を受け入れ、行動することを強く
支持している。オランダのデン・ハーグの
国際刑事裁判所（ICC）は、戦争犯罪や、
人道に対する犯罪、集団殺害など、重大
な国際犯罪の国際刑事法的処罰を管轄
する。ドイツはICCが幅広く認知されるよ
う尽力している。

連邦政府の人権政策ならびに人道支援の
担当委員を務めるベアベル・コーフラー
は、外務省に籍を置く。彼女は国際的な
動向を観察し、他の国家機関と人権活動
の調整を行い、連邦外務大臣に助言を行
う。ドイツの人権政策は、1998年以来、ド
イツ連邦議会人権・人道支援委員会によ

る議会の同意と監督のもとにある。国家
の財政支援を受けるが独立した機関とし
て、2000年、ベルリンにドイツ人権研究
所が設立された。これは国連パリ原則に
応じた国内人権機関であり、ドイツ内外
の人権保護に貢献するものである。

人権保護は、サイバー外交の重要な行動領
域でもある。データならびに人格権の保護
の問題については、早急に回答を出さなけ
ればならない。2013年と2014年、国連総
会で、デジタル時代におけるプライバシー
の権利に関する決議が採択された。これ
はドイツとブラジルの運動が基になったも
のである。ドイツは、人権はオフラインと
同様、オンラインにも適用しなければなら
ないという見解を表明している。2015年、
国連人権理事会は、プライバシー権に関す
る独立した特別報告者の任命を規定する
決議を初めて採択した。特別報告者は毎
年、違反について国連に報告し、国際的な
議論に関わっていくことになる。

連邦政府は、人道支援を通して、世界中
で自然災害や、戦争状態や、その他の危

政府開発援助のための支出（10億米ドル）2017年

アメリカ 35.26

ドイツ 24.68

イギリス 17.94

日本 11.48

フランス 11.36
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ドイツは政府開発援助の重要
かつ大型の拠出国であるばか
りでなく、人道支援の分野で
も、重要な拠出国として積極
的に貢献している。

グラフ
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機や紛争によって切迫した事態に陥った
り、そのような危険に瀕したりしている人
々を支援する。その際、苦境の原因は問
題ではない。人 道 支 援は 、倫 理 的 責任
と、苦境に陥った人々との連帯の表明で
ある。人道支援は窮地にあって苦しむ人
々の必要に基づき、人間性、中立性、不偏
不党、独立性という人道的原則に基づい
て行われる。ドイツは世界中で窮地に立
たされている人々の保護を請け負い国際
的な人道支援システムの強化と発展に尽
力している。2017年連邦政府は継続的
に需要が高まってきている人道支援のた
めに17億5,000万ユーロの国家予算を充
てた。連邦政府はこれらの人道支援を直
接行うのではなく、国連機関、赤十字赤
新月運動やドイツのNGOによる適切な
人道支援プログラムをサポートする。

ドイツの支援の重点的な対象は中東とア
フリカに於ける人道的危機である。

これとは別にドイツは長年、国連中央緊
急対応基金（CERF）と国連加盟国共通基
金への拠出額が２番目に高い国である。

人権の保 護もサイバー外交の重 要な分
野である。2013年と2014 年に国連総
会でデジタル 時 代に於けるプライバシ
ー の 保 護 に 関 する決 議 案 が 採 択 さ れ
た。これは、人権はオンライン社会でも
現 実世界と同 様に存 在するというドイ
ツの見解に基づくドイツとブラジルの提
案に基づくものであった。2018年ドイ
ツはデジタル 時 代のプライバシー 保 護
の立場を明確にし、デジタル時代の人権
の推進を目標に掲げるフリーダム・オン
ライン「連合」の議長国となった。

切迫した事態に陥った人々のための人道
支援

連 邦政 府はこうした援助を直 接 行うの
ではなく、国際連合や、赤十字／赤新月
運 動 や、ドイツの非 政 府 組 織の人 道 的
組 織による適 切なプロジェクトを支 援
する形で行っている。人 道 支 援 措 置の
ために、外務省は2014年だけでも4億
3,700万ユーロを投入している。 

ドイツにおける寄付目的（2017年）

5.4 %
動物保護

3.1 %
文化育成／文化財保護

2.7 %
環境／自然保護

1.9 %
スポーツ

9.2 %
その他／無記載 

77.7 %
人道支援

世界の人道支援のための予算（2016年） 

20.3 
10億米ドル

政府による人道
支援

6.9 
10億米ドル

私的寄付による
人道支援
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外交

国際通貨基金（IMF）にド
イツは1952年に加盟

北大西洋条約機構
（NATO）にドイツは
1955年に加盟

1957年、今日の欧州連
合（EU）の原型の創設以
来、ドイツは加盟国

国際連合（UN）にドイツは
1973年に加盟

パノラマ

開かれたネットワークパートナー

ニューヨーク
•  国際連合本部

ワシントンD.C.
•  国際通貨基金
（IMF）
•  世界銀行

ナイロビ
• 国際連合

ウィーン
•  国際連合
•  OSCE

ニューヨーク
国際連合本部

ジュネーヴ
世界貿易機関
本部

ジュネーヴ
•  国際連合
•  世界貿易機関（WTO）

ブエノス・アイレス
•  2018年G20、 
議長国：アルゼンチン

 ストックホルム
•  環バルト海諸国
評議ラ・マルベー

•  2018年G7、 
議長国：カナダ

ストラスブール
•  EU

ブリュッセル
•  NATO
•  EU

ルクセンブルク
•  EU

パリ
•  欧州宇宙機構（ESA）
•  経済協力開発機構
（OECD）
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ストラスブール
欧州議会

OSCE 
1975年、今日の欧州安

全保障協力機構
（OSCE）の原型の創設

以来、ドイツは加盟国

G7
非公式グループG7にドイ
ツは1975年の創設以来

参加

WTO
世界貿易機関（WTO）にドイツ

は1995年に加盟

G20
グループG20にドイツ

は1999年のベルリンに
おける創設以来参加

ハンブルク
国際海洋法裁判所

ボン
国連キャンパスの 

「ランガー・オイゲン」ビル

ベルリン

ハンブルク

ニュルンベルク

ドレスデン

フランクフルト
ボン

ベルリン
• 国際労働機関（ILO）ドイツ代表部
• 国際移住機関（IOM）ドイツ
•  国連難民高等弁務官事務所（UNHCR） 

駐ドイツおよびオーストリア事務所
• 世界食糧計画（WFP）ドイツ連絡事務所
• 世界銀行ベルリン事務所
• ユニセフ事務所ベルリン
 
ボン国連キャンパス
• 砂漠化対処条約事務局（UNCCD)
• 気候変動事務局（UNFCCC）
• 国連ボランティア計画（UNV）
• 持続可能な開発目標のアクションキャンペーン
•  国連システム研修アカデミーの持続可能な

開発目標のナレッジ・センター
•  国際防災戦略/早期警報促進プラットフォーム
（UNISDR）
• 国連大学副学長欧州事務所（UNU-ViE）
• その他12の国連施設

ドレスデン
•  国連大学物質フラックス・資源統合管理研究

所（UNU-FLORES）
 
フランクフルト・アム・マイン
•  国際金融公社（IFC）、世界銀行グループ
 
ハンブルク
• 国際海洋法裁判所（ITLOS）
• ユネスコ生涯学習センター（UIL）
 
ミュンヘン
•  世界食糧計画（WFP)のイノベーション・アク

セレレーター

ニュルンベルク
•  UNHCRニュルンベルク支局

ミュンヘン

ドイツの国連（UN）組織
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外交56 | 57

ドイツの開発政策は、グローバルな構造
政策や平和政策の礎石として、パートナ
ー諸国における生活条件の改善に貢献
しようとするものである。ドイツの開発
政策は、飢えと貧困を世界中で克服し、
民主主義と法治主義を強化することを
目標とする。ガイドラインとコンセプトを
開発するのは、連邦経済協力開発省
（BMZ）である。政府開発援助の枠内
で、ドイツは85のパートナー諸国と協力
し、合意の上で各国に合わせたプログラ
ムを遂行している。その際、政府開発援
助のあらゆる手段を投入する。重点を置
いている地域はアフリカであるが、アジ
ア、東南ヨーロッパ、ラテンアメリカ諸国
とも緊密な協力関係にある。

ドイツは2016年に、国内総生産の0.7％
を開発援助に充てるという国連の目標を
初めてクリア。国際的な尺度に換算すれ
ば、ドイツは年間246億8,000万米ドル
を支出しており、アメリカ合衆国に次い
で、政府開発援助の第2の出資国となっ
ている。プロジェクトは通常、ドイツ国際
協力公社（GIZ）と、KfW銀行グループ（
復興金融公庫）やその他の実行機関を
通じて、各国に提供される。

持続可能な開発のための 
2030アジェンダ

今後のグローバルな開発にとっては、持
続可能な2030アジェンダが重要なものと
なる。2030アジェンダでは持続可能な開
発に関する17の意欲的な目標、いわゆる
持続可能な開発目標（SDG）が掲げられ
ている。このアジェンダをグローバルに展
開することで、世界全体の経済成長と社
会的包摂と環境保護を推進していくため
の礎が築ける。

2000年から2015年までの間、ミレニア
ム開発目標（MDG）の追求を通して、確
かに世界中で貧困は半減し、またとりわ
け飲料水へのアクセスや教育の改善を
実現することができた。2012年から
2016年に掛けて、貧困者を定義する尺
度である一日当たりの生活費を1.25ドル
から1.9ドルに引き上げたにもかかわら
ず、貧困者が全人口に占める割合が
12.8％から9.6％に下がった。しかし、膨
大な資源消費、温暖化や環境破壊の進
展、高い失業率、社会的不均衡など、そ
の他の問題もやはり切迫したままであ
る。2030アジェンダは、既存の諸関係

持続可能な開発
テーマ
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を考慮した上で、経済的・生態学的・社
会的レベルで、持続可能性の拡大に向け
た世界 的な転 換の追い風となるであろ
う。これは世界の「将来に向けた約束」
となるべきものである。つまり、すべての
国家に適 用され 、開発援助の枠をはる
かに越えて、幅広い政策領域に関わるも
のである。飢えや貧困と戦うほか、未来
の世代の生存基盤としての地球を守らな
ければならない。また経済システムと生
活スタイルはもっと適 正に、もっと持続

可能に、もっと効率的にならなければな
らない。そして効果的・包括的・民主的
なさまざまな機関や、責任ある政権運営
や、法治主義を通して、差別と戦わなけ
ればならない。最後に、持続可能な安定
を目指す2030アジェンダには、いわゆる
「マルチアクターアプローチ」が必要で
ある。すなわち、2030アジェンダの実現
には、政府のほか、さまざまな社会的グ
ールプや、経済、科学が、重要な役割を
果たすのである。 

国連の2030アジェンダは、重要な未来の諸問題に関して、持続可能な開発の促進を図る
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経済とイノベーション58 | 59

強力な経済拠点 ∙ グローバルアクター ∙ リーディングマーケットとイノベーション ∙  
持続可能な経済 ∙ デジタル変革 ∙ 定評ある貿易パートナー ∙ 魅力的な労働市場

経済と 
イノベーション

ドイツの国民経済は欧州連合（EU）で最大
であり、アメリカ、中国、日本に次いで世界
第4位である。ドイツ経済が大きな競争力を
もってグローバルなネットワークを展開で
きるのは、イノベーション力が大きく、輸出
志向が強いおかげである。売上の多い分
野、例えば自動車製造業、機械・設備製造
業、化学産業、医薬技術では、輸出が売上の
半数以上を占めている。2016年、輸出量が
ドイツよりも多いのは中国とアメリカだけ
であった。研究開発（R&D）への投資は、ド
イツでは年間およそ920億ユーロにおよ
ぶ。多くの企業はインダストリー4.0への途
上にあり、特に製造技術と物流のデジタル
化を推進している。

経済のダイナミズムが上り調子のため、
労働市場も好調に展開してきた。ドイツ
はEU内で就業率のきわめて高い国のひ
とつであり、また若 年失 業 率は 最 も低
い。これによって評価を高めているドイツ

の二元制職業教育システム（デュアルシス
テム）は、「 輸出品 」として地 位を確 立
し、多くの国で採用されている。経済拠
点としてのドイツを特徴づけるその他の
要素として、専門家の支援が受けやすい
こと、充実したインフラストラクチャー、
それに法的安定性などがあげられる。こ
れによりドイツはさまざまな国際ランキ
ングで上位につけている。連邦経済・エ
ネルギー省を率いるのはペーター・アルト
マイヤー（CDU）である。

1949年以来、社会的市場経済のモデル
はドイツの 経 済 政 策の基 礎をなしてい
る。社会的市場経済では、自由な企業取
引を保障しつつ、同時に社会の均等化の
努力が行われる。戦後、後の連邦首相ル
ートヴィヒ・エアハルトが提唱したこのコ
ンセプトにより、ドイツは輝かしい発展の
道を歩むことになった。ドイツは積極的に
グローバル化の形成に参加し、すべての

展 望

強力な経済拠点
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インダストリー4.0：ドイツの経済はデジタル化された未来への途上にある

経済とイノベーション：本テーマに関す
るビデオ → tued.net/ja/vid3

   ビ デ オ A R ア プ リ
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経済とイノベーション60 | 61

者に公正なチャンスがある持続可能なグ
ローバル経済システムを築くために尽力
している。

ドイツは、2002年にユーロを導入した
12カ国のひとつである。金融市場の危機
（2008年）や、それに続く債務危機が全
ユーロ圏を襲ったとき、ドイツも例外で
はなかった。これに対して連邦政府は二
重戦略をとり、新規債務を停止する一方
で、イノベーション力を強化する措置を講
じた。2014 年には、1969年 以 来初め
て、連邦予算の収支均衡を実現すること
ができた。

経済の構造的な支柱をなすのは、全企業
の99％以上を占める中小企業である。中
小企業はコンツェルンを補完する。コン
ツェルンは主としてフランクフルト証券
取引所のドイツ株価指数DAXにリストア
ップされている。フランクフルト証券取引
所はヨーロッパ大陸における最も重要な
金融センターである。フランクフルト・ア

ム・マインには、欧州中央銀行（ECB）が
本店を置いている。欧州中央銀行はEU
の機関であり、特にユーロの価格安定を
監視している。 

連邦経済・エネルギー省（BMWi） 
重点とイニシアチブ
→ bmwi.de

雇用機構
雇用機構
→ arbeitsagentur.de

オンライン・ウェルカムセンター
外国人求職者向けにドイツでの就職
情報を提供する窓口。
→ arbeitsagentur.de

ネット

伝統ある金融センター：ドイツで最も重要な証券取引所はフランクフルト・アム・マインにある
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ドイツ産業連盟 
ドイツ産業連盟（BDI）は、100,000を超えるド
イツ企業を代表する。あらゆる重要市場と国
際機関に広がる多岐にわたるネットワーク
をもつ。
→ bdi.eu

ドイツ在外商工会議所
ドイツ在外商工会議所（AHK）は、ドイツ経
済を代表し、90カ国の130箇所にわたるネ
ットワークを築いている。
→ ahk.de

ドイツ在外公館  
227の大使館と領事館は、AHKおよび
GTAIと並んで、ドイツの対外経済推進の第
3の柱である。
→ auswaertiges-amt.de

ドイツ商工会議所連合会 
ドイツ商工会議所連合会（DIHK）は、80あ
るドイツの商工会議所の統括組織であり、 
360万の商工業企業が加盟している。
→ dihk.de

ドイツ経済研究所
ベルリンのドイツ経済研究所（DIW）は、ド
イツに数多くある経済研究所の中では最
大のものである。
→ diw.de

ドイツ貿易・投資振興機関
ドイツ貿易・投資振興機関（GTAI）は、ドイ
ツ連邦共和国の経済振興機関である。世
界に50を超える拠点を構えて、ドイツ企業
の外国進出を支援し、経済拠点としてのド
イツを宣伝し、また外国企業のドイツへの
進出をサポートする。
→ gtai.de

持続可能な開発のための評議会
持続可能な開発のための評議会は、連邦政
府によって招集され、国民的な持続可能戦
略の実現への貢献することを使命とする。
→ nachhaltigkeitsrat.de

関連機関

本章のあらゆるテーマに関して、コメン
ト付きのリンク一覧、寄稿記事、文書、講
演など、さらに多くのインフォメーション
を提供します。また社会的市場経済、二
元制職業教育システム、経済政策、欧州

の経済・金融危機など、さまざまなテーマに関するさらに詳

しいインフォメーションもあります。 → tued.net/ja/dig3

コン パクト

デジタル・プラス
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の経済・金融危機など、さまざまなテーマに関するさらに詳

しいインフォメーションもあります。 → tued.net/ja/dig3

コン パクト

デジタル・プラス
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世界経済の牽引力 
ドイツ企業は国際的な名声が
高く、「メード・イン・ジャーマ
ニー」は品質の証とされてい
る。世界第4位の経済大国とし
て、ドイツはとりわけ輸出志向
が強い。

グラフ

ドイツは、世界に強固なネットワークを築
いている輸出志向の強い工業国であり、
特色豊かな輸出産業を抱えている。世界
貿易機関（W TO）の年間ランキングで
は、ドイツは中国とアメリカに次いで常に
世界 第3位の輸出国の地 位を占めてい
る。2017年の貿易収支は、2,450億ユー
ロの黒字であった。ドイツ企業の輸出額（
製品とサービス）は1兆2,790億ユーロ、
輸入額は1兆340億ユーロであった。ドイ

グローバルアクター
テーマ

ツは、世界経済と密接に連携を取り、自由
貿易と開かれた市場の利益を享受してい
る。世界経済フォーラムが発表した2017-
2018世界競争力ランキングではドイツは
5位につけている。調査の対象となったの
は137ヵ国である。
 
ドイツで獲得されるユーロの半分は、対
外取引によって得られたものである。雇
用の4分の1近くは輸出に依存し、製造業

国内総生産（GDP）（2016年、単位：10億米ドル）
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コンテナはグローバル化のシンボル：ハンブルク港は大型物流拠点のひとつ

世界の貿易大国（2015年、世界貿易に対する割合）
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では、これは実に2分の1に達する。100
万社以上の企業が貿易に携わる。2015
年には、他国からの商品の輸入に関連し
た企業は720,000、輸出に携わった企業
は360,000であった。ドイツの貿易に大
き な 割 合 を 占 めて い る の が 、お よそ
10,700の外国企業である。ドイツ商工
会 議 所 連 合 会（D IH K ）の 推 計による
と、700万人がドイツ企業のために外国
で働いている。

輸 出 側では 、自動 車と自動 車 部 品 、機
械、化学製品、そしてデータ処理機器と
電子機器が多い。この4つの製品グルー
プでドイツの輸出の半分を占める。全体
として、輸出率（国内総生産（GDP）に対
する輸出額の割合）は1991の23.7％か
ら 47. 3％ へ ほ と ん ど 倍 増した 。貿 易 
率（国内総生産（GDP）に対する輸出入
額の割合）は2017年には86.9％に達し
た。つまりドイツはG7諸国の中で「最も
開かれた」国民経済である。比較のため
に挙げると、アメリカの貿易率は2015
年、28％であった。

欧州連合（EU）のパートナー諸国は、全
輸出額の56％を占めており、最も重 要
なターゲット市場である。伝統的にドイ
ツの 最 大 の 輸 出 国 は フランスで あ る
が、2015年 以 降はアメリカが 第1位の
座を占めている。これらに中国、オラン
ダ、イギリスが続く。これに対して、輸入
で は ま っ た く 逆 の 構 図 が 描 か れ
る。2 017年 、輸 入 が 最 も多 い のは 中
国、オランダ、フランス、アメリカ、イタリ
アの順 。アジア諸国の中で経 済成長 率
が伸び悩む国々も出てきたが、アジアと
の経済・貿易関係の重要性は継 続的に

高まっている。中国だけでも5,000社の
ドイツ企業が投資を行っている。

世界経済との強い結びつきを示すのは、
今でもやはり、ドイツから外国への直接
投資である。これは2015年には1兆ユー
ロを超えており、1990年と比べれば5倍
になった。そのうち5分の1はユーロ圏に
投資されている。それに対し約8万社の外
国企業がドイツにおいて370万人の従業
員を雇用している。現在の外国からの直
接投資は4,660億ユーロとなっている。

見本市は世界貿易の基点である。ドイツ
は、見本市の国として、国際見本市の企画
実施にかけては世界のナンバーワンであ
る。各産業ごとの世界的に重要なイベント
の3分の2はドイツで開催されている。およ
そ150の国際的な見本市や展示会に、年
間1,000万人が訪れる。

OECD経済見通し 
経済協力開発機構（OECD）は年に2
回 、経 済 見 通 し を 発 表 し 、3 4 の
OECD加盟国や中進国における今後
2年間にわたる経済の動向や展望を
分析している。総合評価では、世界経
済の成長は2018年に3.5%成長する
と見込まれ、2010年以来の高い水準
となる。2019年は再び緩まると考え
られている。勢いを増すものの、危機
以前の時代と比べれば依
然として控え目であるとさ
れている。
→ oecd.org

グ ロー バ ル
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同時に、ドイツはヨーロッパと世界の物流
拠点でもある。ドイツほど多くの物資が
輸送される国は、EUにはほかにない。EU
の物流主要10市場の売上高の3分の1は、
ドイツが占めている。物流には300万人
が従事する。ハンブルク港は世界への門
戸であり、標準コンテナで年間約900万
個が積み替えられる。

公正で自由な貿易への取り組み

ドイツは、明確で信頼できるルールに基づ
いた開かれた市場と公正で自由な取引のた
めに尽力している。この目標を、ドイツは特
に「対外経済促進の3つの柱」によって追
求していく。3つの柱とはすなわち、227の
ドイツ在外公館、90カ国でドイツ経済を代
表する130の在外商工会議所（AHK）、そ
れに対外経済と拠点マーケティングのため
の協会であるドイツ貿易・投資振興機関
（GTAI）である。これらの機関は、中小企

業の外国市場開拓を適切に支援し、さらに
全般的枠組みの改善を図っている。

国際貿易のルールの形成、金融市場の制
御、貨幣と通貨の管理に際して、ドイツは
グローバル化の推進に関わっている。多
国間協議（ドーハ・ラウンド）が決裂した
ため、欧州連合の二国間自由貿易協定に
関心が移っている。欧州カナダ経済貿易
協定（CETA）は2017年に発効し日本に
対する自由貿易協定も完了した。投資保
護の条項についてのみまだ合意に至って
いない。の交渉は終了した。韓国とEUの
自由貿易協定はすでに2011年に発効し
ており、アジアの国との間では、これが
最初の二 国 間自由貿易協 定となってい
る。以後、韓国への輸出はおよそ10％増
加した。2015年には、EUとベトナムが自
由貿易協定で合意に達した。これは、こ
の種の協定としては、EUと開発途上国と
の間で結ばれる最初のものである。 

世界市場の交差点：さまざまな大型見本市に年間およそ1,000万人が訪れる
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リーディングマーケットとイノベーション
テーマ

ドイツの経済的な強さは、何といっても製
造業の力強さとそのイノベーション力に基
づく。特に775,000人が働く自動車産業
は、「メード・イン・ジャーマニー」の主要
部門である。ドイツの自動車産業は、6つ
の有力なブランド、すなわちフォルクスワ
ーゲン、BMW、ダイムラー、フォルクスワ
ーゲン・ブランドのアウディとポルシェ、そ
れにオペル（PSAグループ）を抱え、世界
の自動車業界の牽引する勢力の一画を占
める。こうした競争力を確保するため、企
業は研究・開発（R&D）に多額の投資を行
っている。電子ネットワーク、デジタルネッ
トワーク、ドライブアシスト、それに自動運
転などが、不断の前進を続ける自動車産
業界のメガトレンドである。

世界的に見て、ドイツの自動車メーカー
は、2017年にはおよそ1,645万台の乗
用車を生産した。上位の中級車や高級車
の割合が高い。ドイツの自動車メーカー
は全生産台数のうち2/3を海外で生産し
ている。

伝統的に強い経済部門として、ドイツで
は自動車産業のほか、設備・機械産業や
化学産業が挙げられる。ルートヴィヒス
ハーフェンに本社を置く1865年創業の

BASFは、80カ国以上の353の生産拠点
に115,000人の従業員を抱える世界最大
の化学メーカーである。主要産業として
はさらに、電気・電子産業がある。なかで
もシーメンスは、190カ国で活動するグロ
ーバルプレーヤーであり、モビリティから
再生可能エネルギーにいたるその実践的
ソリューションはきわめて革新的と目さ
れている。こうした主要部門が世界市場
に占める重要性は、輸出率が60％を超え
るという事実が示している。

ドイツ国内の重要な経済センターとして
は、ルール地方、ミュンヘンおよびシュト
ゥットガルト圏（ハイテク、自動車産業）、
ライン＝ネッカー地方（化学、IT）、フラン
クフルト・アム・マイン（金融）、ケルンお
よびハンブルク（港、空港、メディア）が
挙げられる。東部の新連邦州では、特に
ドレスデン、イェーナ、ライプツィヒ、ロイ
ナ、およびベルリン＝ブランデンブルクの
「灯台地域」に、小規模ではあるが優秀
なハイテクセンターが形成されている。
ドイツの大企業のリストを挙げれば以下
の通りであり（2014年の売上高による）
、自動車メーカーが目立つ：フォルクスワ
ーゲンが第1位、続いてダイムラーと
BMWが第2位と第4位、アリアンツ（保
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険）が第3位、シーメンス（電機）が第5位
でドイツテレコムとエネルギー供給会社
エーオンから分社したユニパーが続く。

ドイツの製造業は、複雑な製品の開発と
製造、特に耐久財や、革新的な製品テク
ノロジーに特色がある。ドイツ国内で
は、製造業は国民経済のその他の部門
と比べて、明らかに大きな重みを占めて

いる。合わせて727万人が製造業と加工
業で働いている。加工業の付加価値が
国全体の付加価値に占める割合がドイ
ツより高いのは、韓国だけである。

ドイツの経済力を牽引するのは、経済の
イノベーション力である。これに関して、
研究・開発活動への投資は、2007年から
ポジティブな展開を見せている。経済界

世界で成功：ドイツの自動車メーカーは世界の自動車産業の中核的存在である
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も公的部門もこれに貢献している。連邦
政府のハイテク戦略が、ここでは大きな
刺激となっている。ドイツでは2016年、
合わせて920億ユーロが研究・開発につ
ぎ込まれた。これは国内総生産（GDP）
の2.93％に相当する。OECD諸国で比較
すれば、これによりドイツは第5位を占め
ており、アメリカよりも上位に位置し、フ
ランスやイギリスをはるかに引き離してい
る。有力なライバル諸国の中で、研究・開
発投資がドイツを上回るのは韓国と日本
だけである。発明に関しては、ドイツはヨ
ーロッパ随一である。2016年、ドイツ企
業はミュンヘンの欧州特許庁に約32,000
の特許権の保護を申請した。同年、ドイ
ツ特許商標庁（DPMA）には67,898件の
発明が出願されており、これは過去最高
の数であった。最も活発なのは、3,693件
を出願した自動車部品メーカーのボッシ
ュ、それにやはり自動車部品分野のシェフ
ラー・グループ（2,316件）である。2016
年には、合計129,511件のドイツの特許が
発効した。これに加えて、欧州特許庁に申
請され、ドイツで有効と認められたもの
を含めると2016年ドイツにおいて有効な
特許件数は615,404であった。

産業拠点としてのドイツは、成長を続ける
サービス業抜きにはほとんど考えられな
い。全企業の実に80％がこの分野で活動
し、国内総生産の70％近くを生み出し
て、雇用では4分の3を占める。およそ
3,000万人の就業者のうち、1,200万人
は公的な、またはその他の私的なサービ
ス、1,000万人弱が商業、宿泊飲食業、
交通、そして500万人強が企業サービス
業に従事している。

中小企業は経済の中核である

数多くのグローバルプレーヤーや、巨大な
経済的フラッグシップが活躍する一方
で、360万の中小企業や自営業者やフリ
ーランサーが経済構造の特徴をなしてい
る。企業のおよそ99.6％は中小企業であ
る。ここで中小企業とは、年間売上高が
5,000万ユーロ未満、従業員500人未満
の会社を言う。

また、中小企業の中には、創業意欲にあふ
れた移住者が自ら設立した企業も多い。
自分の企業を所有している移住を背景と
する人は、700,000人以上にのぼる。これ

1989
第1次郵政改革により、巨大官
庁であったドイツ連邦郵便局の
民営化が始まる。この民営化
は、ドイツ経済史上最大の改革
とされる。

1969
トゥールーズ（フランス）で、独仏
共同プロジェクトとしてエアバ
ス・コンソーシアムが設立され
る。今日、エアバス社は世界第2
位の航空機メーカーである。

1955
8月5日、100万台目のフォルク
スワーゲン・ビートルが、ヴォルフ
スブルクの町をリボンを結んで
走る。自動車は、いわゆる「経済
の奇跡」の象徴となり、この時代
の比類ないヒット商品となった。

マイルストーン
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により、ドイツへの移住者は、重要な経済
的ファクターを形成しているのである。

KFW銀行グループの調査によれば、革新
的な企業の割合は全体として後退してい
る。中小企業のうち、イノベーティブな製
品やプロセスに投資しているのはわずか
22％である。これらの投資を前向きに行
っているのは数社の大きな中小企業であ
る。多数のニッチな市場分野で、ドイツの
中小企 業は「隠れたチャンピオン」であ
り、高度に革新的な製品でヨーロッパや
世界の市場をリードしている。創造経済
も、経済構造の中で確固たる位置を築い
ている。創造経済は、資本力の弱い小規
模な企業に担われている場合も多いが、
知識に基づいたデジタルな経済への歩み
を先導する役割を果たし、革新的理念の
重要な源泉となっている。創造産業と新
進企業の国際的なホットスポットとなって
いるのが、30,000を超える企業を抱える
ベルリン-ブランデンブルクである。

経済は今、第4次産業革命を迎えようとし
ている。インターネットを原動力として、現
実 世 界 と 仮 想 世 界 が 融 合 さ れ て 

「モノのインターネット」が生まれている。
連邦政府は、インダストリー4.0の実現に
向けて経済と科学を支援し、このテクノロ
ジーのリーディングプロバイダーとして、そ
して未来の生産拠点として、ドイツが確固
たる地位を築くことを目指している。 

1990年代半ばから、国際的に法人
税率の引き下げがトレンドとなってい
る。ドイツも、高税率の国でなくなって
からすでに久しい。国際比較では、租
税公課の負担はむしろ平均を下回っ
ている。法人の総租税負担率の平均
は30％未満である。営業税率は地域
によって異なるため、ドイツの中でも
地域によっては23％よりも低いとこ
ろもある。
→ gtai.de

インフォ

2018
ドイツ株価指数（DAX）が2018
年1月に13,595ポイントの最高
値を付ける。DAXは売上高の多
いドイツの30の大企業の状況
を反映するものである。

1990
数千の人民公社を抱えたかつて
の旧東独社会主義計画経済を、
数年のうちに市場経済へと変換
させる使命を帯びて、信託公社
が創設される。

2002
1948年から1998年までドイ
ツ・マ ル ク は 決 済 通 貨 とし
て、2001年までは現金として、
公式の通貨であった。2002年1
月1日、ドイツ・マルクは廃止さ
れた。ドイツと他の11のEU諸国
でユーロが導入された。
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持続可能な経済
テーマ

ドイツは世界の中で持続可能な工業国
のひとつである。これは34のOECD加盟
国の国際比較 調査の結 論である。国連
がかかげる17の持続可能目標に基づき、
環境保護から成長率を経て社会保障制
度のクオリティにいたる34の指 標によ
り、初めて体系的な諸国の調査が行われ
た。ドイツは第6位を占め、特に成長、雇
用、社会福祉的保護の分野で高得点をあ
げた。しかし、いくつかの分野においてド
イツは持続可能な生活、経済活動、自然
資源の利用とは程遠いところにある。そ
のためドイツ政府は持続可政策2017を
国連が採択した17の持続可能開発目標

(SDG)に沿って全面的に拡張した。その
新しい戦略には3つのレベルが盛り込ま
れてい る。ドイツ国 内で 効 果 のある対
策、ドイツが行い、世界中に効果が波及
するもの、そして二国間の協業による他
国の直接的な支援。

持続可能な経営の一環をなすものとし
て、既に社会的な責任を表明するドイツ企
業がますます増えている。「企業の社会的
責任（Corporate Social Responsibi-
lity = CSR）がとりわけ問題となるのは企
業の中核業務、それもグローバル化の進
展にともなって経済、社会、環境状態に大
き な 影 響 を 及 ぼ す 業 務 に 関してで あ
る。1999年に提唱された国連グローバル
コンパクトイニシアチブには、最近ではほ
とんどのDAX上場企業のほか、中小企業
や研究所や非政府組織が参加している。

国連グローバルコンパクト、OECD多国
籍企業行動指針、それに国際労働機関

（ILO）の多国籍企業及び社会政策に関
する原則の三者宣言は、企業の社会的責
任 の 原 則をなす。世 界 1 6 0ヵ国 以 上 の
9,500社を超える企業が自発的なグロー
バルコンパクトのメンバーとなっている。

社会的な責任とエコロジー的な責任の
一体性は、「持続可能な繊維製品のため
の同盟」においても明らかである。この

∙  最大の企業 
フォルクスワーゲン、従業員
642,300人

∙  最大の銀行 
ドイツ銀行、行員97,535人

∙  最も重要な株価指数 
ドイツ株価指数（DAX）

∙  最大の見本市会場ハノーファー

∙  最大の航空機メーカー 
エアバス・ハンブルク工場

リスト
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同盟は、繊維・服飾産業の就業者のため
に双方の観点で改善を達成しようとする
ものである。このイニシアチブは、2014
年に連邦経済協力・開発省（BMZ）が立
ち上げたもので、150社のドイツの繊維
メーカーが参加している。この同盟の会
員はドイツの繊 維市場の50％のシェア
を誇り、75％のシェアを目標としてい
る。バングラデシュやパキスタンの繊維

工場で起きた死亡事故以 来、関係 者 全
員 に と って の 改 善 が 実 施 さ れ て き
た。2018年にはこの同盟は意欲的な目
標を確実に達成をするために会員に対し
て具体的な指針を掲げる。この同盟によ
り、ドイツは、グローバルな供給網にお
ける公正な基 準の確 立への道を切り開
くため、国際的な努力を先導する役割を
果たしていることを示している。 

尊厳ある労働：グローバルな取引において公正な労働基準を重視するドイツ企業がますます増えている
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経済は今、第4次産業革命の真っ只中に
いる。インターネットを原動力として、デ
ジタルな変換プロセスにより実世界と仮
想世界が融合されて「モノのインターネ
ット」が生まれている。デジタル化は製
造業とサービス業にとって歴史的な一線
を画す出来事である。インダストリー4.0
という上位概念のもとに、ITを駆使して
工場におけるシステムを高度にネットワ
ーク化するさまざまなソリューション、プ
ロセス、テクノロジーが包括される。多く
のドイツ企業はインダストリー4.0に賭

けており、特に製造技術と物流のデジタ
ル化を推進している。経済界は、生産を
テクノロジーが牽引することによって、国
際競争がさらに激化することを予想して
いる。連邦政府は、デジタルな変革を積
極的に支援・推進しており、そのために
連立協定に世界トップクラスのデジタ
ル・インフラの全国的な整備をはじめと
する７つの高い目標を盛り込んだ。

ドイツはインダストリー4.0のリーディン
グプロバイダーとなり、欧州随一のデジ
タルな成長国家となることを目指す。さま
ざまな調査では、順調に展開した場合、
インダストリー4.0により、2025年まで
にさらに2,000億から4,250億ユーロに
達する成長ポテンシャルが予測されてい
る。その際、情報通信部門（ICT）が、横
断的テクノロジーとして鍵となる役割を
果たす。2017年この業界は工業分野で
最も多くの従業員を抱える分野となっ
た。この部門では、100万人以上の就業
者が1,600億ユーロの売上を上げてい
る。その原動力となったのがソフトウェア
業界である。

特にデジタルインフラストラクチャーの
拡充は、デジタル化をめぐる最重要課題
である。目標はギガビット網の全国整備
である。2025年までには光ファイバーを
すべての地域、地方そしてできれば家庭

デジタル変革
テーマ

714
DE-CIXで接続されるのインターネッ
トサービスプロバイダーやその他の
事業者の数。DE-CIXは、フランクフル
ト・アム・マインのインターネット接続
ポイントで、データフローでは世界最
大を誇る。2017年には、この値が初
めて1秒あたり6テラビットに達し
た。DE-CIXはフランクフルトの他に
ヨーロッパ内、中東、北米とインドで
接続ポイントを運営している。
→ de-cix.net

数 字
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まで整 備することを目指している。その
ためには通信事業者と国が一丸となった
努力することが必要だ。そのためにドイ
ツ政府は次期選挙までに120億ユーロま
での予算を用意する。「デジタルランド」
へのカギを握るのが次世代の無線通信
システム５Gだ。2020年までにドイツだ
けでも7億7000万台の携帯端末がネッ
トワーク化される。スマートホン、タブレ

ット、自動車、家電や産業機機器まで。
このことによりモバイル通信網への負荷
が高くなる。そこでドイツ政府はドイツを
５Gのリーディング・マーケットにしよう
と考えている。5つの地域でこの技術の
開発を加速し全国をくまなくカバーでき
ようにするための試験運用を行う。商業
利用が可能になるのは2020年ごろから
だと予想されている。 

いつもオンライン：デジタルインフラストラクチャーの拡充は、連邦政府の最重要プロジェクトのひとつである
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1兆2,790億ユーロ
輸出製品の価格

1兆340億ユーロ
輸入製品の価格

50 %
輸出率

25 %
輸出関連の雇用

ヨーロッパ諸国はドイツにとって最も重要
な販売市場である。ドイツの輸出の68％
はヨーロッパに向かう。ヨーロッパ以外で
は、アメリカが8.7％、中国が6.7％で続い
ている。

ユーロ圏
36.9 %

EU

（ユーロ圏以外）
21.7 %

その他の 
ヨーロッパ 

（EU以外）
9.6 %

アフリカ
2.0 %

ドイツの商品輸出
（地域別、2017年）

主な輸出品 （品目別、2017年）

18.3 %
 自動車と 
自動車部品

9.0 %
化学製品

6.5 %
電気機器

14.4 %
機械

8.6 %
データ処理機器

オーストラリア
オセアニア

0.9 %

定評ある貿易パートナー
パノラマ
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570万台
ドイツ・メーカーによる 
乗用車の国内生産数

1,000万台
ドイツ・メーカーによる 
乗用車の国外生産数

150
ドイツの主な見本市

288
外国での見本市への参加

アメリカ大陸
（USA以外）

3.3 %

USA

8.7 %

アジア 
（中国以外）

9.9 %
中国
6.7 %

25の主な輸出市場 （％、2017年）

イギリス:
6.6

米国:
8.7

メキシコ:
1.0

フィンランド:
0.9

オランダ:
6.7

ベルギー
3.5

フランス:
8.2

スペイン:
3.4

スイス:
4.2

イタリア:
5.1

アラブ首長国連邦:
0.9

チェコ共和国: 
3.3

日本:
1.5

中国:
6.7

韓国:
1.4

ロシア連邦:
2.0

ポーランド: 4.7

スウェーデン:
2.1

オース 
トリア:
4.9

ハンガリー: 2.0

ルーマニア: 1.2

トルコ: 1.7

インド: 0.8

スロバキア: 1.0

デンマーク:
1.5

ドイツ
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ドイツの労働市場は近年、良好な展開を
示してきた。2017年の年間平均ではドイ
ツでは4,430万人が職についていた。高
い就業率は、良好な経済状況のあらわれ
である。ドイツはEU加盟国の中で最も
失業率の低い国のひとつである。2017
年、失業率は平均5.7％で、1990年以来
最低であった。この傾向は景気に下支え
されている。企業の求人も再び増加して
いる。2017年にはそれ以前の年と同様
に社会保険に加入する義務がある職が

急増した。軽微就業者や自営業者の数
は減り続けた。

若年失業率の低さを受けて世界が目を向
けているのが、大きな成果をあげている
二元制職業教育システム（デュアルシステ
ム）である。これは、たいていの国で職業
生活への入口となっている純粋な学校教
育とは異なっている。ドイツの若者のおよ
そ半分は、学校を卒業した後、デュアルシ
ステムで公的に認定された350の訓練職
種のひとつを学ぶ。実践的な部分は1週
間のうち3～4日、現場で学び、1～2日は
職業専門学校で理論的教育を受ける。多
くの国が、現在、この二元制職業教育シス
テムを採用している。

連邦政府は近代的で公正で透明な労働市
場を形成するため、労働市場政策に関す
る数多くの計画を実現してきた。2015年
の初頭から最低賃金が適用されている。
また、企業の経営に男女平等で関与する
ことを目指し、管理職の女性比率が導入
された。共同決定義務を負う上場企業は
2016年以降、全監査役ポストのうち、30
％の女性比率を遵守しなければならな
い。他方、「同一労働同一賃金制」は、同
じ企業で同じ活動に対して異なる賃金契
約が適用されないことを保障する。ま

魅力的な労働市場
テーマ

メイク・イット・イン・ジャーマニー
ドイツへの移住に興味を持っている
外国の熟練労働者に対し入国から就
職をサポートする公的ポータルサイ
ト。専門家がビザ、資格認定とドイツで
の生活についてメール、電話やチャッ
トで個別の相談にも応じる。それに加
えサイト上ではドイツ語、英語、フラン
ス語とスペイン語で、ドイツでの職業
研修や大学への進学のメリットについ
て情報提供をしている。
→ make-it-in-germany.com

インフォ
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二元制職業教育システム：理論と実践を結びつけるドイツ・モデルは、多くの国で採用されている

た、45年間保険の掛け金を支払った者な
ら、2014年7月1日以降、満63歳になれ
ば年金を受け取ることができる。

連邦政府は完全雇用を目指している。少
子高齢化に直面して、専門職従事者を確
保することも緊急の課題のひとつである。
労働市場の開放性に関する主要なプロジ
ェクトとして、国際的専門家のための多言

語ポータル「メイク・イット・イン・ジャーマ
ニー」が挙げられる。これは移住に関心を
もつ専門家に、職業上のチャンスに関する
情報を提供するものであり、人材が不足し
ている職業（医療職、エンジニア職、IT産
業）の最新の求人情報を掲載している。ま
た、大卒者や専門家は、「EUブルーカー
ド」があれば、ドイツの労働市場に容易に
アクセスすることができる。 
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環境、気候、 
エネルギーシフト

温暖化防止政策の旗手 ∙ 温暖化防止に向けた国際協力の推進 ∙  
エネルギーシフト：世代を超えたプロジェクト ∙ 未来の産業：グリーンテクノロジー ∙  

エネルギーシフト ∙ 多様性：生命にとって大切なもの

21世紀は「環境の世紀」とされる。これ
は、地球上の未来の世代の自然的生存条
件がどの程度まで変化するかが次の100年
の間で決まる、ということを意味する。特に
懸念されるのは、加速する温暖化である。
環境保護と温暖化防止には、ドイツでは以
前から高い価値を置いてきた。ドイツは国
際的に温暖化防止の旗手であり、再生可能
エネルギー拡充のパイオニアである。

エネルギー産業の構造転換は、エネルギ
ーシフトと呼ばれる。ドイツは化石エネル
ギーと原子力エネルギーの時代から、新し
い持続可能な未来のエネルギー時代への
途上にある。2022年に向けた原子力発電
からの段階的撤退もその一環である。さ
らに、2030年までに、ドイツは温室効果
ガスの排出を対1990年比で55%、2040
年までには少なくとも70%削減すること

を、そして2050年までには80-95%の削減
を目指している。連邦政府は2016年11月
に「地球温暖化防止政策2050」の中で世
界で最も早い国のうちの一つとして環境
政策面での原則や目標を決定した。2017
年末には28%の削減を達成している。

グローバルな枠組みにおいても、ドイツ
政府は、環境保護や、エネルギー問題に
関する国際協力や、温暖化を促進しない
開発に向けて積極的に取り組んでいる。
ドイツは2015年に採択されたパリ協定
に基づき地球の温暖化を2℃を大幅に下
回る水準、できれば1.5℃以下に抑えるた
めの努力をしている。今世紀の後半まで
には全世界でカーボンニュートラルな状
態を達成しているべきだとしている。その
ためには、先進工業国の二酸化炭素の排
出を80%から95%削減しなければならな

展 望

温暖化防止政策の旗手
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再生可能エネルギー時代への道は、もう後戻りできない

環境、気候、エネルギーシフト：本テーマ
に関するビデオ → tued.net/ja/vid4

  ビ デ オ A R ア プ リ
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い。2015年、ドイツが議長国を務めたG7
サミットでは、先進工業国は化石エネルギ
ーの利用停止を加 速することを決 定し
た。完全な「脱炭素化」は、今世紀中の達
成を目指す。気候変動枠組条約の実施に
あたる国連事務局は、ドイツのボンに設
置されている。

損なわれていない環境――清浄な空気、
清潔な水、多様な自然――は、質の高い生
活の前提である。環境保護は、1994年、
基本法で国家目標に定められた。大気の
質と水質の指標は、近年、大幅な改善を見
せている。二酸化硫黄や窒素酸化物など
の有害物質の排出はまだ十 分ではない
が、大幅に減少した。1人あたりの飲料水
使用料も、かつては1日あたり最高140リッ
トルを超えていたが、今ではおよそ120リッ
トルへ、明らかに減少している。

ドイツは、経済成長と環境保護を両立さ
せて持続可能な経済運営を実現する戦略
を追求している。再生可能エネルギーの

拡充のほか、エネルギー効率と資源効率
の向上、再生可能原料のインテリジェント
な利用が、その主な方策である。これは二
重の利益を生み出す戦略である。環境や
気候への負担が減る一方で、他方、同時
に新しいビジネス分野や雇用が生み出さ
れるからである。 

風力発電と太陽光発電は、ドイツで最も重要かつ最も低価格な再生可能エネルギーの供給源である

UNFCCC 

国連気候変動枠組条約事務局
→ unfccc.int

BMU
連邦環境・自然保護・原子炉安全省
→ bmu.de

BUND
ドイツ環境自然保護連盟
→ bund.net

ネット
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連邦環境庁
連邦環境省に属する官庁で、専門的知識
により連邦政府をサポートする。
連邦環境庁はさらに、例えば化学物質、医
薬品、農薬の認可などの環境法の執行や、
環境保護に関する公共社会への情報提供
を職務とする。
→ umweltbundesamt.de

ドイツ・エネルギー機構
ドイツ・エネルギー機構（DENA）は、エネ
ルギー効率、再生可能エネルギー、エネ
ルギーシステムに関する中核センターで
ある。エネルギーシフトの実現を支援し、
エネルギーを可能な限り効率的に、安全
に、低コストで、温暖化に配慮して生産し、
利用することに取り組んでいる。
→ dena.de

アゴラ・エネルギーシフト
シンクタンク「アゴラ・エネルギーシフト」
は、エネルギー政策の関係者が対話する
ためのフォーラムである。
→ agora-energiewende.org

ポツダム気候影響研究所
ポツダム気候影響研究所は、地球温暖化、
気候影響、持続可能な開発に関わる問題を
研究している。
→ pik-potsdam.de 

ドイツ国際協力公社
ドイツ国際協力公社（GIZ）は、世界中で活
動する連邦企業である。開発政策の目標実
現にあたって連邦政府を支援する。
温暖化防止問題に関して、また水資源の適
正で持続可能な利用に関して、開発途上国
ならびに中進国に助言している。
→ giz.de

 

連邦自然保護庁
連邦自然保護庁（BfN）は、国内外の自然保
護を管轄する。
BfNのウェブサイトには保護区マップが掲
載されている。
→ bfn.de

本章のあらゆるテーマに関して、コメント
付きのリンク一覧、寄稿記事、文書、講演な
ど、さらに多くのインフォメーションを提供
します。また気候変動枠組条約、温室効果
ガスの排出、再生可能エネルギー法、欧州

連合の温暖化防止目標など、さまざまなキーワードに関するさ
らに詳しいインフォメーションもあります。
→ tued.net/ja/dig4

コン パクト

関連機関

デジタル・プラス
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温暖化防止というテーマを明確に行動計
画としてとりあげる点では、ドイツは国際
的に重要な貢献を果たしている。1992年
にリオデジャネイロで開催された地球サ
ミットや1997年の京都議定書の時から
すでに連邦政府は旗振り役であった。し
かし歴史的な合意に至ったのは2015年
のパリ協定である。195ヵ国が 初めて包
括的で法的拘束力のある気候変動抑制
に関する国際協定に合意したのである。
目 的 は 世 界 の 平 均 気 温 の 上 昇 を 抑
え、1.5℃未満を目指すこと。この目標の
達成のためには各国は温室効果ガスの排
出量を低減もしくは低量に抑えることを
義務化。それぞれの国で削減目標が設定
され定期的に確認するものとした。その
具体的な方法については2017年ベルリ
ンで開催された気候変動枠組条約締約
国会議の議題に上がった。

欧州連合は、世界的な気候変動枠組条約
の締結に関して国際的な取り組みを先導し

ている。2030年までに排出量を最低40％
削減することを目標としている。方策の中
心は、欧州連合域内の排出量取引制度で
ある。これはおよそ11,000の大規模な工
業会社や発電会社の二酸化炭素排出量を
制御するものである。これについては、効
果を高めるための改革が2018年に行われ
た。またドイツは、温暖化防止のための他
国との協力も積極的に推進し2016に設立
されたNDCパートナーシップの枠組みの中
でパートナー国がそれぞれ設定した削減目
標(NDC、Nationally Determined Contribu-
tions)を達成できるような支援を行ってい
る。これらのNDCはパリ協定の肝である。

「環大西洋温暖化防止協定」では、アメリ
カ合衆国ならびにカナダと特別な協力関
係を結んでいる。気候研究におけるドイツ
の先駆的役割は、さまざまな大学や、ポ
ツダム気候影響研究所、ヴッパータール気
候・環境・エネルギー研究所などの研究所
の活動によって支えられている。 

温暖化防止に向けた国際協力の推進
テーマ

1991
電力供給法により、再生可能な
発電プロセスによる電気エネル
ギーを引き受けて固定価格を支
払うことが電力会社に義務づけ
られる。

1987
シュレースヴィヒ＝ホルシュタイ
ン州西海岸のカイザー・ヴィル
ヘルム・コークで、ドイツ最初の
風力発電所が稼働開始。以後、32
の風力発電施設が北海の風を
電力に変えている。

1976
ドイツ科学研究省が北ドイツに
高さ100メートルの大型風力発
電設備（グロヴィアン）の建設を
決定。しかし風力エネルギーの
最 初 の 実 験 は 失 敗 に 終 る 。 
1988年、グロヴィアンは解体さ
れた。

マイルストーン
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国連気候変動枠組条約の実施にあたる事務局はボンに置かれている

2017
ドイツの自動車メーカーはエレ
クトロモビリティ分野への投資
を高めている。2020年までに研
究開発に400億ユーロを投じ
る。EVの車種も30種から100
種へと3倍になると予想されて
いる。

2000
再生可能エネルギー法（EEG）が
発効。給電と配電網への接続に
際しては再生可能エネルギーか
らの電力を優先することなどを
定めている。EEGの成立は画期
的な出来事であった。

2011
福島の原子炉事故を受けて、内
閣はエネルギー政策の基本事項
を決定。2022年までに段階的に
原子力エネルギーから撤退し、
環境に優しい電源供給を確立す
ることとなった。

JAP_078-093_UMWELT_2018_Druck.indd   83 2018/6/18   下午5:02



国連気候変動枠組条約の実施にあたる事務局はボンに置かれている

2017
ドイツの自動車メーカーはエレ
クトロモビリティ分野への投資
を高めている。2020年までに研
究開発に400億ユーロを投じ
る。EVの車種も30種から100
種へと3倍になると予想されて
いる。

2000
再生可能エネルギー法（EEG）が
発効。給電と配電網への接続に
際しては再生可能エネルギーか
らの電力を優先することなどを
定めている。EEGの成立は画期
的な出来事であった。

2011
福島の原子炉事故を受けて、内
閣はエネルギー政策の基本事項
を決定。2022年までに段階的に
原子力エネルギーから撤退し、
環境に優しい電源供給を確立す
ることとなった。
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エネルギーシフトは、ドイツで最も重要な
経済政策上・環境政策上の課題である。
エネルギーシフトとは、ドイツのエネルギ
ー供給を石油、石炭、天然ガス、原子力か
ら再生可能エネルギーへと転換させるこ
とをいう。遅くとも2050年までには、ドイ
ツにおける電力供給の少なくとも80％と
総エネルギー供給の60％を再生可能エネ
ルギーでまかなうことが目標である。目

下の措置としては、2022年までに段階的
にすべての原子力 発 電 所を停止するこ
と。2017年以降、電力網に接続されてい
る原子力発電所は7つだけであり、これは
電力構成のおよそ10％強である。こうし
て連邦政府は持続可能なエネルギーシス
テムへの転換を推進している。原子力発
電からの撤 退に関して最初の決 定を下
し、再生可能エネルギー法による促進に
取り組んだのはすでに2000年のことで
あった。再生可能エネルギーの促進は、ド
イツではすでに1990年代から始まってお
り、20 0 0 年 の 再生可能 エネル ギー法
（EEG）によって明確に定められた。

原子力エネルギーからの長期的撤退

同 じく2 0 0 0 年 に 、当 時 の 連 邦 政 府
は、2022年までの原子力発電からの撤
退について、ドイツのエネルギー企業と合
意している。したがってエネルギーシフト
に関する連邦政府の2011年の決定は、エ
ネルギー供給を持続可能なエネルギー源
に転換する伝統の上に立っているのであ
る。2011年、日本の福島の原子力発電所
事故を受け、ドイツ連邦議会に代表を送
る諸政党はエネルギーシステムの転換を

エネルギーシフト：世代を超えたプロジェクト
テーマ

∙  最大の陸上風力発電所： 
ザクセン・アンハルト州のシュトェー
セン・トイヒェム

∙  最大の洋上風力発電所： 
北海のアルファ・ヴェントゥス

∙  最大出力の風力発電機： 
シーメンスのSG 8.0-167 DD

∙  最大の太陽光発電所： ソーラーコン
プレックス・ゼンフテンベルグ

∙  最大の電力取引所： ライプツィヒの
EEX （欧州エネルギー取引所）

リスト

大标题  字太多
字号变小2号
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加速させることを決定し、大多数の市民
から大きな賛同を得た。連邦政府はこれ
を、持続可能性の思考と被造物の保全に
義務を負う工業化社会を目指すためには
不可欠なステップであると考えている。

しかし、エネルギーシフトの恩恵を受け
るのは、環境や気候だけではなく、ドイ
ツの国民経済もそうである。特に石油と

天然ガスの外国からの輸入に対する依
存度は低下することになる。ドイツはこ
れまで、石炭、石油、天然ガスの輸入に、
年間およそ450億ユーロを費やしてき
た。この金額は、将来、段階的に再生可
能エネルギー分野における国内の価値
創造によって置きかえられる。そしてこの
措置によって輸出のチャンスが生まれ、
さらに多くの雇用が生み出されるのであ

北海の洋上風力発電所は、エネルギーシフトを担う柱である
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力は、2017年の総電力生産の33.1％を占
めた。天候条件により太陽光発電と風力
発電はドイツにおける電力需要の90％ま
でを賄うことができる。すべての新築住居
の60％以上は、すでに再生可能エネルギ
ーによる暖 房を備えている。2017には
160万の太陽光発電装置が設置されてお
り、それらの総定格出力は約43ギガワッ
トであった。設置出力では、ドイツは中国
と日本に次いで世界第3位である。

世界の手本となる再生可能エネルギー法

再生可能エネルギー法（EEG）は、大きな
成果をあげ、多くの国々で手本とされる
促進法である。この法律は2014年に改
正された。改正の狙いは、市民と経済に
とっての負担を減らし、供給の安定性を
保証することである。背景は、環境に優し
い電力の拡充によって増加するコストを
消費者が負担するいわゆるEEG分担金
が、太陽光発電施設の大幅な拡充と計
算方法の変更により、2009年以降、大
幅に上昇したことであった。これにより
環境に優しい電力供給とエネルギーシフ

る。もうひとつの重要な課 題は、エネル
ギーシフトの「第2の柱」、すなわちエネ
ルギーの節約と効果的な利用を促進す
ることである。大規模な商工業において
は、すでに大幅な省エネが達成されてお
り、水準は高い。小規模な企業や公的業
務用地においては、依然として遅れを取
り戻す必要がある。特に古い建造物のエ
ネルギー面での近代化は、エネルギー効
率の向上にとって重要であり、これに対
しては連邦政府が助成を行っている。二
酸化炭素排出量のおよそ40％は建造物
分野から発生しているのである。電力消
費も、引き続き低 減しなければいけな
い。エネルギー構想の元来の目標である
2020年までの10％削減に向けては、引
き続き努力が必要である。

エネルギーシフトが目指しているのはリス
クの低減だけではなく、気候に配慮しな
がら供給の安定を図ることでもある。再
生可能エネルギーのダイナミックな拡充
により、電源構成における二酸化炭素を
排出しないエネルギーの割合を大幅に増
加させることができた。環境に優しい電

総電力生産（2017年）

電力生産
再生可能エネルギー
による電 力 生 産 は 、 
2017年にはあらため
て増加し、ドイツにお
け る 総 電 力 生 産 の
33.1%に達した。

14.4 %
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原子力エネルギー
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グ ロー バ ル

トに関する社会的議論がまきおこっ
た。2015年、この分担金は初めて減少し
た。さらに連邦政府は、変動の大きな風
力発電や太陽光発電の量が増えても安定
した供給を保証する新しい電力市場モデ
ルを構築するために尽力している。これ
に関しては、石炭火力発電所よりも二酸
化炭素の排出が少なく、柔軟な投入が可
能な天然ガス発電所の利用を確保するこ
とが重要である。

エネルギーシフトに必要なのは、新しい
「グリーン」な発電所の拡充だけではな
い。安定した供給を行うには、電力生産
の構なければならない。そのために、数
百キロメートルに及ぶ高圧送電線の増
設が計画されている。主として北ドイツ
で得られる風力による電気は、こうして
長い距離を大きな損失なく経済活動の
盛んな南部の消費中心地に送られるの
である。当初「電力ハイウェイ」を地上に
設置する予定であったが、住民の反対に
遭い中止となった。2015年連邦政府は
送電線を地下に埋めることを決定。その
為、その太いルートの稼働開始時期は当

初の2022年ではなく、早くても2025年
となった。

それに加え分散した地域から供給される
太陽光電力を受け入れるには、各地域の
電力網も拡充しなければならない。�

気候研究
国連気候委員会IPCC（気候変動に関
する政府間パネル）では80カ国の
800人の研究者が活動している。�
2015年春には、専門家グループが
IPCC第5次評価報告書の統合報告書
を公表した。それによると、気候変動
の主要因は温室効果ガスの排出であ
り、地球温暖化を2度にまで抑えるた
めには大胆な行動が必要である、とさ
れている。
→ipcc.ch

二酸化炭素の排出（2015年、世界における割合）
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環境保護、再生可能エネルギー、そして
効果的な資源利用のための技術におい
て、ドイツは主導的な役割を果たしてい
る。このことは、経済と労働市場にもよ
い影響を及ぼしている。環境産業は、持
続可能な成長に重要な貢献を果たし、
エネルギー分野においても、情報通信
技術や材料材質技術においても、新し
い技術の開発に貢献している。エネルギ
ー供給分野に従事する人はおよそ70万
人で、そのうちの半数近くが再生可能エ
ネルギーの分野に従事している。再生可

能エネルギー部門の雇用状況では先進6
カ国のうちのひとつとなっている。部門
全体としては中堅企業が多いが、シーメ
ンスのようなコンツェルンも重要なプレ
ーヤーである。「グリーンテクノロジー、
メード・イン・ジャーマニー」のラベルの
もとに、さまざまな会社が輸出面で大き
な成功を目指している。その世界市場に
おける割合はおよそ15％に達している。
「環境技術の輸出運動」により、ドイツ
はさらに地位を高め、特に総合的なソリ
ューション提供者の地位を築くことを目
指している。

電気自動車は環境関連産業の重要な未
来のテーマである

環境保護と温暖化防止に、また別のイン
パクトを与えるのが電気自動車である。
電気自動車の未来は、中国、日本、北米
でも行動計画に組み込まれている。連邦
政府と自動車産業は、ドイツを電気自動
車のリーディングマーケットに発展させ、
このグローバル市場のポテンシャルに参
与するという野心的な目標を追求してい
る。電気自動車の増加によりドイツ全体
のCO2総排出量の1/6を占める道路交通
に起因する部分を一層削減することが期
待されている。ドイツの自動車メーカー
は、電気自動車構想に集中的に取り組ん
でおり、2020年までに400億ユーロを研

未来の産業：グリーンテクノロジー
テーマ

179万
ドイツの電力網の総延長キロメート
ル。赤道を45周できる長さである。電
力網の大部分、144万キロメートル
（80％）は地中化されており、裸線は
およそ350,000キロメートルである。
長距離高電圧網の長さは34,810キ
ロメートル。およそ2,650キロメート
ルの新しい電力網が、エネルギーシフ
トの一環として計画されている。
→bundesnetzagentur.de

数 字

JAP_078-093_UMWELT_2018_Druck.indd   88 2018/6/18   下午5:02

究開発に投資することにより電気自動車
の車種を100種類以上に引き上げたい意
向だ。インセンティブ、減税措置、充電イ
ンフラの整備のための助成金などを通じ
て連邦政府は開発を後押ししている。同
時に、連邦政府は、特に電気自動車用の
バッテリの研究に焦点をあてて、エネル
ギー研究のための支出を大幅に増やして
いる。プロジェクト「バッテリ2020」は、

高性能バッテリシステムの研究開発のた
めに新たな材料を作り出すことを目指す
モデルプロジェクトである。

ドイツとヨーロッパの各種の大学では、
近年、再生可能エネルギーとエネルギー
効率の分野に関するおよそ1000の革新
的な学科が誕生し、世界の多くの学生を
引きつけている。 

電気自動車は、ドイツ自動車産業の大きな未来のテーマである
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 マシンキャリア
 アジマスドライブ
 リングジェネレーター
 ブレードアダプター
 ローターハブ
 ローターブレード

風力エネルギー施設
風がローターブレード
を回し、ジェネレーター
が機械エネルギーを
電気エネルギーに変
換する。

変圧
変圧器が電流を適切な
形で送電網に送る。

変電所
変電所では長距離送電
のため中圧を高圧に変
換する。
 

エネルギーシフト
パノラマ

10,000 
エネルギーシフトによる年間
新規雇用数（2017年まで）

338,600  
再生可能エネルギー 

分野の就業者数

11% 
原子力発電の減少率
（2016～2017年）

15% 
再生可能エネルギーの増
加率（2016～2017年）

690V
10.000V–
30.000V

110000V

最新のドイツの風力発電機の内部
モデル Enercon E-126、
定格出力4,200 kW

1
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送電網
高圧送電網により電力
がそれぞれの地域に分
配される。

変電所
第2の変電所で高圧か
ら230Vに変換される。

家庭
5 MWの風力発電施設で
年間およそ4,900世帯の
14,600人に電力を供給す
ることができる。

州ごとの風力エネルギーと太陽エネルギーの利用  
出力（MW）による

101億ユーロ
新しい風力エネルギー 
施設の費用（2016年）

15億ユーロ
新しい太陽エネルギー 
施設の費用（2016年）

1,300km
「電力ハイウェイ」の長さ

179万km 
送電網の長さ

太陽エネルギー
風力エネルギー

バイエルン州

ヘッセン州

テューリンゲン州

ザクセン州

ブランデンブルク州

ベルリン州

ハンブルク州

ブレーメン州

ノルトライン＝ヴェ
ストファーレン州

ニーダーザクセン州 ザクセン
＝アンハ
ルト州

メクレンブルク＝フ
ォアポンメルン州

ラインラント＝
プファルツ州

シュレースヴィヒ＝
ホルシュタイン州

バーデン＝ヴュル
テンベルク州

ザールラント州

33.1%
2017年には、消費電
力の33.1％が再生可
能エネルギーによるも
のであった。

28,675 
2017年、ドイツには
28,675の風力エネル
ギー施設が設置されて
いた。

160万
2017年、ドイツには
160万の太陽光発電施
設が設置されていた。

380.000V まで

230V
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の批准によって、196カ国の政府が生物多
様性の減少率を大きく低下させる義務を
負っている。しかしこれまでのところは、
種の死滅に傾向の変化が生まれるにはい
たっていない。2010年には、条約締約国
会議が日本の名古屋で開催され、遺伝資
源へのアクセスと適正な利益配分に関す
る国際法的な枠組みが規定された。名古
屋議定書は2014年に発効した。

ドイツでは、脊椎動物と植物種の40％以
上が絶滅の危機にさらされている。そのた
め、陸と、水系と、北海・バルト海における
自然と種の保護のための努力をさらに進め
ていかなければならない。住宅建設や道路
建設、また特に集約農業や過肥料に起因
する有害物質が引き起こす汚染による生
存圏の破壊をくい止めることが差し迫った
目標である。住宅建設と新しい交通路のた
めの土地利用は、1日あたり70ヘクタール
から30ヘクタールに削減し、また連邦領域
の2％は「原野」のままにし、森の5％は自
然にまかせることを目指している。2015年
には、総面積31,000ヘクタールの多数の
旧軍用地を自然保護のために用途変更し
た。その中には湿原や原野地帯もある。

海洋環境の保護も、ますます注目を集め
ている。海は生物多様性が豊かであり、
資源やエネルギーや食料の提供源であ
る。生態系は石油生産、船舶の運行、乱
獲、分解困難な物質（プラスチックごみ）
の流入、それに二酸化炭素が原因の酸性

ドイツは生物多様性の豊かな国であり、
およそ4 8 , 0 0 0種の動物と、およそ
24,000種の高等植物、苔類、菌類、地衣
類、藻類が生息している。自然的な生活
基盤の保護は、公式の国家目標であ
り、1994年には基本法で定められた。北
海からアルプスにいたるまで、まったく相
異なる性質をもつ16の国立公園と16のユ
ネスコ生物圏保護区、さらには数千の自
然保護地域がある。

ドイツは、生物多様性に関する重要な国
際協定の締約国であり、自然保護を目標
とするおよそ30の国家間協定やプログラ
ムに関わっている。国連生物多様性条約

多様性：生命にとって大切なもの
テーマ

ドイツでは、数年前から再び、野生動
物の生息が増えている。オオカミは、
最近では60を超える群れ（推定総数
最大600頭）が東部と北部の州を徘徊
し、ヤマネコやオオヤマネコの目撃も
ますます増えている。オジロワシのつ
がい数もかつてないほどの水準に達
し、ビーバーは再びなじみ深いと言っ
てよい存在になった。さらには、東の
隣国からドイツにやってきたヘラジカ
やヒグマも観察されている。
→wwf.de

インフォ
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化により、何重もの負荷を被っているドイ
ツがG20の議長国を務めた2017年には
首脳と専門家たちが海洋汚染防止のため
の共同行動方針を採択した。連邦政府は
2020年にEUの議長国を務める立場を活
用しEUの環境保護目標をさらに意欲的
なものに拡充しようとしている。環境保
護のために予算を充て独立したEU環境保
護基金の設立を目指している。特に注目し
ているのが昆虫の死です、「昆虫保護のア
クションプラン」によって連邦政府は昆虫
の生息地の改善を目指す。生物多様性を

科学的に観察するためのモニタリングセ
ンターの設立も計画されている。

2015年、エルマウで開催されたG7サミッ
トでは、海の生態系をいっそう良好に保
全する方策について各国首脳が話し合っ
た。将来は、アジア、アフリカ、ラテン・ア
メリカで捕獲され、ドイツ市場に提供さ
れる生きた野生生物の保護も強化され
る。捕獲された野生生物の欧州連合への
輸入や、ドイツにおける野生生物の商業取
引も、禁止することを目指している。  

マップ

シュレースヴィヒ＝ホルシュタイン干潟

ハンブルク干潟

ニーダーザクセン干潟

ドイツのユネスコ生物圏保護区と国立公園

フォアポンメルン入江地帯
ヤスムント

シャールゼー

リューゲン島南東部

ミューリッツ

下オーダー渓谷

ハルツ

ハイニヒ

ケラーヴァルト＝エ
ーダーゼー

アイフェル
ザクセン・スイス

エルベ川流域

オーバーラウジッツ原
野湖沼地帯

シュプレーヴァルト

レーン ヴェッサータール＝テ
ューリンガー・ヴァルト

ショルフハイデ＝コリーン

フンスリュック＝ホー
ホヴァルト

バイエリッシャー・ヴァルト

シュヴァルツヴァルト

ベルヒテスガーデン

ベルヒテスガーデン地方

ブリースガウ プフェルツァーヴァルト
＝ノルトヴォゲーゼン

シュヴェービ
ッシェ・アルプ

国立公園

生物圏保護区
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教育と研究
卓越した研究拠点 ∙ ダイナミックな大学の世界 ∙ 野心的な尖端研究 ∙ 研究のネットワーク化 

∙ 積極的な対外学術政策 ∙ 過酷な環境での研究 ∙ 魅力的な学校制度

ドイツは 、研 究と高等 教 育にかけては
世界でも有数の国である。世界第3位の
80人を超えるノーベル賞受賞者がこれ
を象徴している。グローバル化された世
界では、知識こそ最も重要な「資源」で
ある。研究・開発の伝統を築いてきたド
イツは、最良の頭 脳を擁することで、国
際競 争において有利な位置につけてい
る。研究の国ドイツの特 徴として、研究
機関は3つの大きなグループに分けられ
る。すわなち、およそ400の大学の緊密
なネットワーク、国際的な名声をもつ大
学外の4つの研究機関、そして産業界に
おけるすぐれた研究である。

ドイツは、欧 州連合（EU）の「イノベー
ションリーダー」の確かな一角を占めて
いる。これもすぐれ た研 究 活 動のお か
げ である。ドイツは 、国 内 総 生 産の 約
３%を研究・開発に投資する国際的に数
少ない先進諸国のひとつである。2025

年までにはこれら歳出の割合を2.5%以
上に引き上げる予定。

さまざまな措置と改革を通じて、政治と
大学は、研究拠点としてのドイツのさら
なる発 展と国 際 化に向けたイニシアチ
ブ を 行 って き た 。こ れ に は 、例 え ば
2008年に終了した資格認定イニシアチ
ブがある。これは「教育を通してステッ
プ アップを」をモットーに、生涯のすべ
ての段 階で支 援を提 供するものであっ
た。成 果 をあげているその他の措 置と
して、数多くの国際志向の大学院とエク
セレンスクラスターを生み出した「エク
セレンスイニシアチブ」とその継 続プロ
グラムである「エクセレンス戦略」や、「
大学協定2020」、「ハイテク戦略」、「
研究・イノベーション協定」、あるいは「
国際化戦略」が挙げられる。ヨーロッパ
最 大の研究国家として、ドイツは2014
年、EU加盟国の先 頭を切って、欧 州研

展 望

卓越した研究拠点
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大学の国ドイツは、世界で最も人気のある留学先のひとつ

教育と研究：本テーマに関するビデオ
→ tued.net/ja/vid5

  ビ デ オ A R ア プ リ
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究領域（ERA）をさらに拡大する戦略を
打ち出している。

最も重点が置かれているのは、国際基準
の導入である。ボローニャ・プロセスの枠
内で、ほとんどの大学で卒業資格がバチェ
ラー（学士）とマスター（修士）に切り換え
られ、多くの学科が外国語で実施された。
世界の学生にとってドイツは最も人気のあ
る留学先のトップ５に入る。ドイツから外
国に留学する学生の割合も、学生の５0％
を占めてやはり高い。また、大学における
外国人スタッフの数も、近年継続的に増え
て10％を超えた。ドイツの多くの大学は、
学科の「輸出」や、国際的な教育市場に
おけるドイツ・モデルの大学の設立にも取
り組んでいる。基本的に、ドイツの教育シ
ステムは、国際的に比較すると、労働市場
の要求に比較的よく合致している。ドイツ
の成人の87％は、かつてアビトゥーア（大
学入学資格）を取得したか、または職業教
育を修了している。OECD平均では、これ
は86％である。 

リサーチ・エクスプローラー
25,500を超える研究所を掲載した研究リスト
→ research-explorer.de

リサーチ・イン・ジャーマニー
イノベーションと研究の拠点としてのドイツ
に関する中心的な情報プラットフォーム
→ research-in-germany.org

DWIH
世界の「ドイツ科学イノベーションフォーラム

（DWIH）」
→ dwih-netzwerk.de

ネット

大学を卒業すれば、職業上のキャリアを切り開く踏み台となる
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ドイツ研究振興協会 
ドイツ研究振興協会（DFG）は、大学や公的
助成を受ける研究所での研究を支援する
中央機関である。 
→ dfg.de

大学学長会議
大学学長会議（HRK）は、ドイツにおける州
立および州の認可する大学による会合であ
る。大学学長会議の作成するデータベース「
大学コンパス」は、学科や国際協力に関する
情報を提供している。 
→ hrk.de, hochschulkompass.de

レオポルディーナ 
世界最古の科学アカデミーであるハレのレ
オポルディーナは、1,500人の会員を擁する。 
→ leopoldina.org

大学外の研究機関 
マックス・プランク協会、フラウンホーファ
ー研究機構、ヘルムホルツ協会、それにラ
イプニッツ協会は、連邦と州の助成を受け
る大学外学術機関である。 
→  mpg.de, fraunhofer.de, helmholtz.de,  

leibniz-gemeinschaft.de

アレクサンダー・フォン・フンボルト財団 
フンボルト財団は第一級の研究者と学術
交流に助成を行う。
→ humboldt-foundation.de

ドイツ学術交流会
ドイツ学術交流会（DAAD）は、学生と研究
者の交換にたずさわる最大の助成機関で
ある。71の外国支部と情報センターによる
世界的なネットワークを展開している。
→ daad.de, studieren-in.de 

「ドイツ同窓会」ポータルサイト 
「ドイツ同窓会」ポータルサイトは、ドイツ
で学び、研究し、あるいは働いた経験をも
つ世界中の人々を結ぶ。
→ alumniportal-deutschland.org

イニシアチブ「学校：未来のパートナー」
（PASCH）
外務省のPASCHイニシアチブは、ドイツ語に重
点を置く世界中の2,000以上の学校を結ぶ。 
→ pasch-net.de

関連機関

本章のあらゆるテーマに関して、コメン
ト付きのリンク一覧、寄稿記事、文書な
ど、さらに多くのインフォメーションを
提供します。またボローニャ・プロセ

ス、国際化、学位、入学者数制限など、さまざまなキーワー
ドに関するさらに詳しいインフォメーションもあります。
→ tued.net/ja/dig5

コン パクト

デジタル・プラス
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る。大学学長会議の作成するデータベース「
大学コンパス」は、学科や国際協力に関する
情報を提供している。 
→ hrk.de, hochschulkompass.de

レオポルディーナ 
世界最古の科学アカデミーであるハレのレ
オポルディーナは、1,500人の会員を擁する。 
→ leopoldina.org

大学外の研究機関 
マックス・プランク協会、フラウンホーファ
ー研究機構、ヘルムホルツ協会、それにラ
イプニッツ協会は、連邦と州の助成を受け
る大学外学術機関である。 
→  mpg.de, fraunhofer.de, helmholtz.de,  

leibniz-gemeinschaft.de

アレクサンダー・フォン・フンボルト財団 
フンボルト財団は第一級の研究者と学術
交流に助成を行う。
→ humboldt-foundation.de

ドイツ学術交流会
ドイツ学術交流会（DAAD）は、学生と研究
者の交換にたずさわる最大の助成機関で
ある。71の外国支部と情報センターによる
世界的なネットワークを展開している。
→ daad.de, studieren-in.de 

「ドイツ同窓会」ポータルサイト 
「ドイツ同窓会」ポータルサイトは、ドイツ
で学び、研究し、あるいは働いた経験をも
つ世界中の人々を結ぶ。
→ alumniportal-deutschland.org

イニシアチブ「学校：未来のパートナー」
（PASCH）
外務省のPASCHイニシアチブは、ドイツ語に重
点を置く世界中の2,000以上の学校を結ぶ。 
→ pasch-net.de

関連機関

本章のあらゆるテーマに関して、コメン
ト付きのリンク一覧、寄稿記事、文書な
ど、さらに多くのインフォメーションを
提供します。またボローニャ・プロセ

ス、国際化、学位、入学者数制限など、さまざまなキーワー
ドに関するさらに詳しいインフォメーションもあります。
→ tued.net/ja/dig5

コン パクト

デジタル・プラス
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∙  最古の大学： ハイデルベルクのルー
プレヒト・カール大学（1386年創立）

∙  最新の大学： ブランデンブルク医科
大学（2014年創立）

∙  最大の総合大学：ケルン大学（学生
数53,176人）

∙  国際的な一流・若手研究者にとって
最も魅力的な大学： ベルリン自由大
学（2017年フンボルト・ランキング）

リスト

ドイツの大学シーンはきわめて多彩であ
る。ベルリンやミュンヘンなどの大都市
に名高い総合大学がある一方、アーヘン
やハイデルベルクやカールスルーエにも
すばらしい大学がある。すぐれた研究業
績をあげる中規模の総合大学や、思いが
けない輝きを放つ小規模な単科大学が、
アカデミックな世界の中核を形成してい
る。国際上海ランキング、QS世界大学ラ
ンキング、あるいはタイムズ・ハイアー・エ
デュケーション世界大 学ランキング で
は、それぞれ12から20のドイツの大学が
トップ200にランクインしている。特に上
位に位置するのは、ミュンヘン工科大学、
ミュンヘンのルートヴィヒ・マクシミリア
ン大学、ハイデルベルク大学である。

大学学長会議（HRK）によると、2015年、
ドイツの学生は399の大学（総合大学が
120、専門大学が221、美術・音楽大学が
58）の中から選択が可能であった。学科数
は合わせて19,011である。1999年に欧州
全域で統一的な大学制度の創出を目指す
ボローニャ・プロセスが導入されたことを受
けてほぼ全ての学科の卒業資格がバチェ
ラーとマスターに切り換えられた。240の
大学は州が、39の大学は教会が財政を支
えており、120は私立大学である。

世界の学生に人気上昇中の留学先 

大学の世界は、構造と役割により、基本
的に3つ の タイプ に分 か れる。総 合 大
学 、専 門 大 学 、そして美 術・映 画・音 楽
大学である。総合大学のうち、古典的な
総合大学が広範な専門分野にわたるの
に対し、工科大学（TU）は工学と自然科
学の基礎研究に集中する。9つの先導的
TUは、2006年から、結束してTU9イニ
シアチブを推進している。総合大学は、
教育機関としてだけではなく、同時に研
究機関としての役割を自認しており、そ
の点で、今日にいたるまで、研究と教育
の一致という、フンボルトのかかげた教
養の理想を体現している。総合大学は、
学問の後 継 者を支 援し、基 本 的な専門
知識をさずけ、自立して活動と研究を行
う学 者へと教育することを最 優 先の目
標としている。実践志向の強い221の専
門 大 学（FH）はドイツ独 特のものであ

ダイナミックな大学の世界
テーマ
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り、しばしば 英語圏でよく使われる名称
「University of Applied Sciences 
（応用科学大学）」を名乗る。博士号の
授与 権が 専門大学に初めて与えられた
のはヘッセン州で、そのことは大きな議
論を呼んだ。これまで博士 号授与 権は
大学にしか与えられていなかった。 

全体として、高等教育は拡大している。大
学入学率は2005年には37％であった

が、現在ではドイツの若者の半数以上は
大学に進んでいる。学生たちは、連邦教
育助成法（BAföG）により、家庭の財政
状況には関わりなく大学を卒業できるよ
うになっている。現在は、大学生のおよそ
半数は両親が大学を卒業していない家
庭の出自である。2016年/2017年の冬
学期には、280万人の学生が大学で学ん
でいた。そのうち265,500人は外国で
大学入学資格を取得しており、その数は

280万人の学生がドイツのおよそ400の大学に在籍している
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ドイツにおける外国人留学生

マップ

2006年/2007年の冬学期に比べ41％
増加している。

今日では、1996年と比べると2倍以上の
の外国人がドイツの総合大学に通ってい
る。最も多く外国人学生がやってきてい
るのは、中国、インドそれにロシアからで
ある。世界の学生にとって、ドイツは最も
人気のある留学先のトップ５である。

同時に、ドイツの大学では、外国語学科
と国際的学科の数を充実させた。約
1,400の学科では講義が英語で行わ

れ、730学科以上でダブル・ディグリー
が可能である。外国からやって来る博士
志願者にとっては、数多くの充実した博
士課程はきわめて魅力的である。さら
に、学費が大幅に免除されている点も、
ドイツの大学の利点である。

高等教育の拡大に、連邦と州は共同で
取り組んでいる。2014年には、「大学協
定2020」の枠内で、その後、学生数を
760,000人増やすための財政措置をと
ることが決定された。20 07年から
2023年にいたる大学協定の全期間で

10,204
ロシア

34,276
中国

6,577
ウクライナ

6,837
トルコ

14,878
インド

9,798
オーストリア

7,717
イタリア

7,265
カメルーン

6,826
フランス 6,994

イラン

外国人留学生の
出身国のうち最
も多いのが長らく
中国である。
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は、連邦は202億ユーロ、州は183億ユ
ーロを用意する。

尖端研究と国際化を推進するイニシアチブ

2005年から2017年の間、連邦と州は
「エクセレンスイニシアチブ」により、大
学 の 特にすぐれ た研 究プロジェクトと
研究施設に対して助成を行った。2期目
のプログラム期間（2012～2017年）で
は 、39の 大 学で展 開される45の 大 学
院 、43のエクセレンスクラスター、そし
て11の未来コンセプトが27億ユーロ規
模の助成を受けた。次期エクセレンスイ
ニシアチブは 無 期 限で2018 年 以 降 年
間 5 33 億 ユー ロ の 予 算 が 組 ま れて い
る。それはドイツの 大 学 が 国 際 競 争力
をさらに高められるためである。エクセ
レンスクラスターの助 成は国 際 競 争力
のある大学や大学連盟の研究分野をプ
ロジェクトベースで強化する。ある大学
で二つのエクセレンスクラスターが認定
されると、その大学はエクセレンス大学
として恒 久 的に 助成を受けられるチャ
ンスがある。

国際 化は依 然として重 要なテーマであ
る 。大 学 学 長 会 議 は 、ド イツ の 大 学
が 、15 0 カ 国 の パ ートナ ー と 提 携 し
て、33,000以上の国際協力が結ばれた
ことを確認した。その中にはダブルディ
グリー・プログラムも多い。多くの大 学
が、ドイツに倣った学科の創設や、ドイ
ツをモデルとした大学の創設に取り組ん
でいる。こうした大学はエジプト、中国、
ヨルダン、カザフスタン、モンゴル、オマ
ーン、シンガポール、ハンガリー、ベトナ
ム、トルコに見られる。

ドイツ人学生の外国への留学の拡 大に
も、同様に助成が行われる。外国への留
学経験者は、すでに1/3を超えている。
将来的には、ドイツ人大学卒業者の2人
に1人が在学中に外国体験を得られるよ
うにすることを目指している。エラスム
ス・プラスなどの奨学金が、こうした価値
ある留学を支援している。 

ドイツでは博士論文の半数近くを女
性が書いているが、教授のうち、女性
が占める割合は1/4に満たない。その
ため、連邦と州は2008年、「女性教授
プログラム」を開始した。今回で3度目
となる2018年から2022年に掛けて、
２億ユーロを投入する助成プログラ
ムで、大学における女性教授の数を増
やし、機会均等の構造を強化すること
を目指している。このプログラムを通
じ既に500人以上の女性教授が就任
した。
→ bmbf.de/de/494.php

インフォ
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野心的な尖端研究
テーマ

科学と研究に、ドイツでは高い価値を認
めてきた。経済界も政治も、近年、一貫し
て研究活 動のための予算を増やしてい
る。2016年、国内総生産（GDP）に占め
る研究費の割合は2.93％で、国際的に見
てドイツはGDPの2.5％以上を研究・開発
（R&D）に投資するトップグループの一角
を占める。2016年のドイツにおける研
究・開発への支出は922億ユーロ近くに
のぼる。その際、630億ユーロ近くを負担
したのは経済界で、大学は約165億ユー
ロを、そして公的機関は約120億ユーロを
負担した。欧州委員会の調査「ヨーロピ
アン・イノベーション・スコアボード2017」
では、ドイツはスウェーデン、デンマーク、
フィンランド、オランダ、英国とともに欧
州連合（EU）の「イノベーションリーダ
ー」のトップグループに位置づけられてい

る。この調査では、ドイツ企業が高額の
研究開発費を投じていることを模範的と
称賛した。2006年から2016年の間に、
ドイツの企業は研究開発費を50％増や
し、政府と大学からの投資分を合わせた
総 額は2005年に比べ65％増加してい
る。研究開発費の対GDP比率の引き上げ
も計画され、2025年までには3.5％にす
る予定。

ドイツの科学者たちの成果は実に目ざま
しい。2018に発表された研究施設や大学
の発表業績を評価する「ネイチャーインデ
ックス」では、ドイツはヨーロッパで最高の
評価を獲得している。国際比較では、ドイツ
はアメリカと中国に次いで第3位である。

分野を横断するハイテク戦略を通して、ド

ハイテク拠点としてのドイツ
ドイツでは、657,894人が研究・開
発分野で働いている。2005年から
2017年に掛けて研究開発関連の
国の支出が90％以上増加したの分
野で投資を行う世界中の国々の中
で、ドイツはトップ５に入る。

グラフ

出
典

: 連
邦

統
計

局

世界市場で重要な特許数、EU比較（人口100万人あたり)

スウェーデン

フィンランド

ドイツ

デンマーク

EU平均

435
423
372
342

154

JAP_094-113_BILDUNG_2018_Druck.indd   102 2018/6/18   下午5:02

研究・開発に今日ほど大規模な投資が行われていたことはない

出
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D
/連

邦
教

育
研

究
省
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邦
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計
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研究・開発費（100万ユーロ）分野ごとの研究・開発要員

62.8 %
経済界

21.5 %
大学

15.7 %
公的機関 
および 
非営利的 
私的機関

2005

55,879

2009

67,078

2013

79,730

2016

92,174
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イツでは2006年以来、すぐれた革新技術
が開発されてきた。ハイテク戦略の研究プ
ロジェクトにより、省エネLEDライトから、
患者の成長と共に大きくなる心臓弁にい
たるまで、数多くの開発が行われている。
ハイテク戦略は当初、具体的なテクノロジ
ー分野における市場可能性を特に優先し
ていたが、2010年からは、将来的なソリュ
ーションとその実現に対する社会的需要
に焦点をあてている。

研究とイノベーションの推進に注力した
ハイテク戦略では、デジタル化、健 康、
環 境とエネルギー、モビリティ、安 全、
社会のイノベーション、働き方の将来 像
などの大きな課 題に取り組んでいる。
ハイテク戦略の一環として、3度にわた
るコンクールを通して、特別助成を受け
る 1 5 の ト ップ ク ラ ス タ ー が 選 ば れ
た。2014 年の評 価によれば、このトッ
プクラスターから900の革新技術、300
の特許、450の博士論 文と教 授 資格論
文、1,000のバチェラー論文とマスター
論 文、40の会社設 立が 実現された。ド
イツでは公的な財政 支 援を受ける研究

施 設 が 合 わ せ て 約 1, 0 0 0 活 動してい
る。研究シーンの柱となるのは、大学の
ほか 、特に4つの大 学外 の大 規 模 研 究
機関である。

卓越した大学外
研究所  

1948年に設立されたマックス・プランク
協会（MPG）は、大学外における最も重
要な自然科学・生物科学・精神科学・社
会 科 学のための基 礎研究センターであ
る。14,000人を超える研究者（うち47
％は外国からの研究者）がオランダ、ル
クセンブルク、イタリア、アメリカとブラ
ジルにある6つの拠 点を含めた84のマ
ックス・プランク研究所や研究施設で活
動している。設立以来、マックス・プラン
ク協会の研究者に授与されたノーベル
賞は合わせて18におよぶ。1970年より
約4,000の発 明の製品化に携わり、年
間およそ７５の特許出願をしている。

ヘ ルム ホ ルツ協 会 は 、エネル ギ ー、地
球・環境、医療、航空・宇宙・運輸、キー

2008
ギガバイトハードディスクへの
ブレークスルーを可能にした巨
大磁気抵抗効果の発見から9
年、ドイツのペーター・グリュー
ンベルクとフランスのアルベー
ル・フェールがノーベル物理学
賞を受賞。 

2005
エクセレンスイニシアチブが各
地の大学で高い評価を受ける。
大学外の研究機関については、
研究・イノベーション協定による
助成が行われる。さらに、2007
年、連邦と州の間で初めて大学
協定が締結される。

1995
電気工学の専門家で数学者のカ
ールハインツ・ブランデンブルク
を中心とするチームが、エアラン
ゲンのフラウンホーファー研究
所で、MP3方式によるオーディオ
データ圧縮技術を開発。今日、世
界のスタンダードとなっている。

マイルストーン
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テクノロジー、材料の6つの研究分野で
尖 端 研 究を行っている。ヘルムホルツ
協会の 研 究者たちは 、きわめて複 雑な
さまざまなシステムに果 敢に取り組 ん
でいる。ヘルムホルツ協会はドイツ最大
の研究 機関であり、18の独 立したヘル
ムホルツ・センターで40,000人 近くの
従 業 員が活 動している。ドイツ航 空 宇
宙 センター（D L R ）もそのひとつであ
り、DLRだけでドイツ国内に20の拠 点
を持っている。

フラウンホーファー研究機構は、ドイツ
全国に72の研究所と拠点を擁し、応用
志向の開発を行う機関としてはヨーロッ
パ最大である。主な研究領域としては、
医 療と環 境、モビリティと物 流、エネル
ギーと資源が挙げられる。子会社、オフ
ィス、駐在事務所をヨーロッパに10、南
北アメリカにそれぞれ2つずつ、アジア
に7つ、アフリカに2つとイスラエルに有
して、世界的に活動している。

ライプニッツ 協 会 の 傘下には 、自然 科
学 、工学 、環 境 化 学 から経 済 学 、空 間

科 学 、社 会 科 学を経て、人 文 科 学にい
たるさまざまな方向性をもつ93の独立
した研究施設が集まっている。9,900人
の研究者に共通して、研究成果の政治、
経済、公共社会への還 元に重点が置か
れている。
 
科学と研究への助成には、ドイツ研究振
興協会（DFG）があたっている。DFGは
この種の機関としてはヨーロッパ最大で
あり、ボンの本部のほか、中国、日本、イ
ンド、ロシア、北アメリカ、ラテンアメリカ
にオフィスを構える。ヨーロッパの研究
界を中心とするが、そればかりではなく、
ドイツの研究者と外国の研究者の協力
を支援している。 

2017
ほぼ全ての課程のバチェラー
課程とマスター課程への切換
えが終了した。例外は、国が学
修過程を定めている医学と法
学である。

2012
ヨーロッパ特許庁が、ハイデル
ベルクの物理学者ヨーゼフ・ビ
レを表彰。彼のライフワーク、眼
科レーザーに関する功績をたた
える。ビレは100件近い特許を
取得、今日のレーザー眼科手術
に道を開いた。

2014
マックス・プランク生物物理化学
研究所のシュテファン・ヘル所
長が、高解像度の蛍光顕微鏡の
開発により、2人のアメリカ人研
究者とともにノーベル化学賞を
受賞。
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グローバル化はドイツの研究シーンにも
あらたな課題を突きつけている。その
際、研究や研究者のネットワーク化の可
能性が、重要な役割を果たす。この点
で、ドイツはいい位置につけている。

最近では、研究者は学術論文のほぼ半
数を国際協力のもとで書いている。報
告書「世界に開かれた学術2018年版」
の計算によれば、399の大学で、外国
籍の研究者が45,858人働いており、こ
れは全体の12％にあたる。うち教授は
3,184人である。2010年以降、外国人
職員の数が3割以上増えた。EU諸国外
の研究者に対するビザ発行の手続が以
前に簡略化されたことも、これに一役買
っている。

ドイツ滞在のために助成を受ける外国
人研究者34,869人うち、アジア太平洋
地域と西ヨーロッパ諸国出身者が最も
多く18％を占めている。大学や研究機関
は、外国人研究者がドイツで活動を始め
るのをサポートするため、さまざまな形
で受け入れセンターを設立している。研
究者の一時的滞在も有益である。彼ら
は、故郷に帰ると、その後の協力関係の
ためのネットワークパートナーとなること
が多いからである。

たくさんの外国の研究者をドイツに引き
つけるのは、魅力的な研究インフラスト
ラクチャーである。ドイツで研究が可能
な研究設備には、世界で唯一の大規模
なものもある。ヘルムホルツ協会だけ
で、さまざまな研究分野にわたるおよそ
50の大型装置がある。

数多くの外国の一流研究者が、フンボ
ルト講座のシステムを利用してドイツ
の大学にやってくる。フンボルト講座に
は、ドイツの研究賞としては最多の
500万ユーロがフンボルト財団から授
与される。

一方、14,359人のドイツの研究者が助成
を受けて外国に渡っている。主な支援機
関としては、ドイツ研究振興協会（DFG）
、欧州マリー・キュリー・プログラムのほ
か、特にドイツ学術交流会（DAAD）が
挙げられる。これは学生と研究者の交換
に関しては世界最大の助成機関であり、
助成を受ける全研究者の4分の3はここ
から奨学金を受けている。

ドイツは国際的な学術協力を拡充・深
化させ、一段上のクオリティレベルに高
めることを図っている。その基礎となる
のは、2017年にドイツ連邦政府が制定

研究のネットワーク化
テーマ
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国際的なチームによる研究は、ドイツの大学や研究所では日常である

した「教育、学術、研究の国際化戦略」
である。

国際化戦略のあらたな野心的な方向性

この新たな国 際 化 戦 略は、加 速しつつ
あるグローバ ル 化 、デジタル 化 、欧 州
研 究 領 域（ER A ）の 発 展、伝 統 的な研
究開発拠 点以 外で新たに形成されてく
るグローバ ル・イノベーション・センタ

ーなどへの対 応 である。そのな かで も
中心 的な 取り組みは国 際ネットワーク
構築の助成 、職 業 訓 練の国際 化 、開発
途 上 国 や 新 興 国とのパートナーシップ
及び 気候 変 動 、健 康、食の 安 全などの
グローバルな課 題に対する国際協力で
ある。国 際 的に魅 力のある留学 先と研
究 拠 点としてのドイツの立 場 を強 化す
ために欧 州研 究 領 域（ER A）の発 展が
カギとなる。 

JAP_094-113_BILDUNG_2018_Druck.indd   107 2018/6/18   下午5:02



国際的なチームによる研究は、ドイツの大学や研究所では日常である

した「教育、学術、研究の国際化戦略」
である。

国際化戦略のあらたな野心的な方向性

この新たな国 際 化 戦 略は、加 速しつつ
あるグローバ ル 化 、デジタル 化 、欧 州
研 究 領 域（ER A ）の 発 展、伝 統 的な研
究開発拠 点以 外で新たに形成されてく
るグローバ ル・イノベーション・センタ

ーなどへの対 応 である。そのな かで も
中心 的な 取り組みは国 際ネットワーク
構築の助成 、職 業 訓 練の国際 化 、開発
途 上 国 や 新 興 国とのパートナーシップ
及び 気候 変 動 、健 康、食の 安 全などの
グローバルな課 題に対する国際協力で
ある。国 際 的に魅 力のある留学 先と研
究 拠 点としてのドイツの立 場 を強 化す
ために欧 州研 究 領 域（ER A）の発 展が
カギとなる。 

JAP_094-113_BILDUNG_2018_Druck.indd   107 2018/6/18   下午5:02



教育と研究108 | 109

積極的な対外学術政策
テーマ

学 術 大 学 交 流は 、対外文化・教 育 政 策
（AKBP）の主要な柱である。この政策を
実現するにあたって、外務省の重要なパー
トナーとなるのが 、ドイツ学 術 交 流 会
（DAAD）、アレクサンダー・フォン・フン
ボルト財団、ドイツ考古学研究所（DAI）
、それに国際的に活動するさまざまな政
党の財団である。

対外学術政策イニシアチブにより2009年
以降、定評ある従来からの措置が拡充さ
れ、新しい措置も加えられた。

例えば、モスクワ、ニューデリー、ニューヨ
ーク、サンパウロ、東京の5箇所のドイツ

科学イノベーションフォーラム（DWIH）が
ドイツとの学術交流を募っている。

さらに2009年から、ロシア、タイ、チリ、コロ
ンビアに新たに設立された4つのエクセレン
スセンターがDAADの助成を受けていた。
これらのセンターは数百人の国際的研究者
とドイツの研究とを結びつけ、水準の高い
若手研究者の育成にあたっている。サブサハ
ラ・アフリカ地域においても2008年以降、
研究の能力の拡大と研修の質の向上のため
に10の専門センターが設置された。

危機・紛争地域における学術協力 

対外文化・教育政策が重点的に取り組ん
でいるのが、危機的時期と地域及び市場
経済移行国において、教育と研究へのア
クセスを確保することにより学術的、学問
的な将来に対する展望を与えること。こ
の複雑な取り組みは、研究や大学教育に
関する協力を通じて、紛争の防止と解決
の為に必要な政治的な対話に向けた地な
らしへと繋げられるのではないかという
希望と結びついている。

学術の自由の強化

近年の数多くの危機や紛争の結果、若い人
々に教育への道が阻まれて、学術の自由に

1億8,350万 
ユーロ

2017年、ドイツ学術交流会（DAAD）
の予算への外務省の出資額。これは
全体の34.8％を占め、個別項目とし
ては最大である。これを財源として、
対外文化・教育政策の一環でさまざま
なプロジェクトやプログラムが実施さ
れている。

数 字
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対する圧力も高まってきている。その対策と
してドイツ外務省はアレキサンダー・フンボ
ルト財団のフィリップ・シュワルツ・イニシア
ティブを通じて危険にさらされている研究
者をドイツで研究を継続できるような財政
支援を行っている。DAADは2014年にドイ
ツ外務省と共同で「シリアのための指導者」
プログラムを開始した。これにより221人の
シリア人奨学生がドイツの大学で学び、卒
業することができた。それに加え、ドイツ外
務省は難民がEU圏内に初めて入国した国
での現地支給型奨学金制度を通じて難民
の支援を行っている。ここで特筆すべきがド
イツ外務省が国連難民高等弁務官事務所
（UNHCR）と協業しているドイツ学術難民
イニシアティブアルベルト・アインシュタイン
（DAFI）である。それに加えDAADにも現
地支給型奨学金制度がある。

ドイツの教育・学術機関は大学教育・研
究の枠組みの維持が難しいところにおい
て、将来に対する展望を開き、アクセスを
維持している。DAADは連邦教育研究省
と共に「Integra（難民の大学教育への
統合）」と「Welcome（大学生による難
民支援）」というプログラムを創設した。

さらに、多くのアラブ 諸 国とともに、ド
イツは2011年から改革パートナーシッ
プを支援している。これは、アラブの大
学における改 革 への努力をドイツの大
学との共同プロジェクトによって支える
ものである。また、特に重要な領域とし
て、「グッドガバナンス」分 野のさまざ
まなプログラムが ある。これは 世界 の
危機地域における将来の指導者を対象
としたものである。 

連邦外相マース（中央）と「シリアのための指導者」というDAADプログラムのOBたち

JAP_094-113_BILDUNG_2018_Druck.indd   109 2018/6/18   下午5:02



対する圧力も高まってきている。その対策と
してドイツ外務省はアレキサンダー・フンボ
ルト財団のフィリップ・シュワルツ・イニシア
ティブを通じて危険にさらされている研究
者をドイツで研究を継続できるような財政
支援を行っている。DAADは2014年にドイ
ツ外務省と共同で「シリアのための指導者」
プログラムを開始した。これにより221人の
シリア人奨学生がドイツの大学で学び、卒
業することができた。それに加え、ドイツ外
務省は難民がEU圏内に初めて入国した国
での現地支給型奨学金制度を通じて難民
の支援を行っている。ここで特筆すべきがド
イツ外務省が国連難民高等弁務官事務所
（UNHCR）と協業しているドイツ学術難民
イニシアティブアルベルト・アインシュタイン
（DAFI）である。それに加えDAADにも現
地支給型奨学金制度がある。

ドイツの教育・学術機関は大学教育・研
究の枠組みの維持が難しいところにおい
て、将来に対する展望を開き、アクセスを
維持している。DAADは連邦教育研究省
と共に「Integra（難民の大学教育への
統合）」と「Welcome（大学生による難
民支援）」というプログラムを創設した。

さらに、多くのアラブ 諸 国とともに、ド
イツは2011年から改革パートナーシッ
プを支援している。これは、アラブの大
学における改 革 への努力をドイツの大
学との共同プロジェクトによって支える
ものである。また、特に重要な領域とし
て、「グッドガバナンス」分 野のさまざ
まなプログラムが ある。これは 世界 の
危機地域における将来の指導者を対象
としたものである。 

連邦外相マース（中央）と「シリアのための指導者」というDAADプログラムのOBたち

JAP_094-113_BILDUNG_2018_Druck.indd   109 2018/6/18   下午5:02



教育と研究110 | 111

過酷な環境での研究
パノラマ

ロゼッタ計画 
欧州宇宙機関（ESA）のミッション「ロゼッタ計
画」では、太陽系成立の歴史を探査する。ドイツ
航空宇宙センター（DLR）は、着陸機フィラエの
建造で大きな役割を果たし、コントロールセン
ターを運営。これまで誰もなし得なかった彗星
への着陸をなし遂げた

探査機ロゼッタ
探査機は10年をか
けて旅をし、フィラ
エをチュリュモフ・
ゲラシメンコ彗星
に着陸させた

着陸機フィラエ
フィラエは彗星への
軟着陸に成功した最
初の機器である

着陸機フィラエ

ノイマイアー3号基地
南極の氷結の大地で、アルフレート・ヴェーゲナー研究
所はノイマイアー3号基地を運営している。ここでは一
年中、研究者が生活して活動している。基地は長い脚の
上に築かれており、雪が降り積もると脚の長さも伸ば
せるようになっている

クレーン6機
ウィンチ9機

重さ: 2,300 トン
大きさ: 68 x 24 m
利用面積: 4,890 m2（4階）
研究室/事務所: 12室
宿泊室: 15室、40床

重量: 100 kg
大きさ: 1 x 1 x 0.8 m
着陸: 2014年11月12日

399
大学数

280万人
学生数

922億ユーロ 
研究・開発費

586,030人 
研究者数
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共同デッキ
食堂と図書室

海洋調査船「太陽」号
「ゾンネ」（太陽）号は、ドイツの最新の調査船で、2014年末から
特に太平洋とインド洋で深海の神秘を探っている。世界で最も進
んだハイテク船の一つである

貯蔵デッキ
研究者用キャビン
20室

作業デッキ
研究室8室、600 m2

キャビンデッキ
乗組員用キャビン33室

潜水機
遠隔操作で操縦する。ビ
デオカメラとグリップア
ームを装備

採水機
海水サンプルを採取
して温度や深さを図
る装置 

マルチコーラー
同時に多数のサンプルを
海底から採取できる

全長: 116 m
速度: 12.5 kn
運航日数（最大）: 52日
人員（最大）: 40人
活動域: インド洋、太平洋

81
世界のマックス 

・プランク研究所の数

72
フラウンホーファー 

研究所の数

93
ライプニッツ協会の 

研究施設の数

18
ヘルムホルツ協会の 

研究センターの数
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魅力的な学校制度
テーマ

ドイツでは、学校制度を管轄するのは主
に16の州であり、そのため、教育システ
ム、教育計画、学校形態は、それぞれの
州によってさまざまに異なっている。各
州間での教育課程やその卒業資格の調
和ないし同等性は、常設の州文化担当大
臣会議（KMK）によって保障されてい
る。2016/2017学校年度には、1,100万
人近い児童・生徒が、798,180人の教員
が教える42,322の一般教育学校と職業
学校に通った。さらに、およそ990,402
人の児童・生徒が5,830の私立の一般教
養学校と職業学校で学んでいる。一般
に、6歳以上のすべての子供が9年間、義
務教育を受ける。同時に、就学前年齢の

初期教育と、その初等学校段階との調和
への支援も、教育政策において大いに重
視されている。通常の学校よりも在校時
間の長い全日制学校は近年、約20,000
を数え、教育界にしっかりと根をおろし
ている。こうした学校における授業は、
特に教育には疎遠な社会層の子供にとっ
て、機会均等の可能性を広げるものとし
て期待されている。

公立学校には無償で通うことができる。
学校制度は、垂直に3つの段階に分かれ
る。初等教育段階、前期中等教育段階、そ
して後期中等教育段階である。通常、すべ
ての子供は共通の基礎学校に通う。これ
は第1学年から第4学年にわたる（ベルリ
ン州とブランデンブルク州では第1学年か
ら第6学年）。その後は、3つの標準教育
課程に分かれる。すなわち基幹学校教育
課程（第5学年から第9ないし第10学年）
、実科学校教育課程（第5学年から第10
学年、中等教育修了資格）、そしてギムナ
ジウム教育課程（第5学年から第12ない
し第13学年、卒業資格は一般大学入学資
格/アビトゥーア）である。この3つの教育
課程は、それぞれ別種の学校で提供され
る。あるいはまた、2つないし（総合学校
では）3つの教育課程が一体化されて、種
別の異なる学校への切換えが容易になっ
ている場合もある。学校種別の呼び方は
州によって異なり、ギムナジウムだけが統
一的にこの名前で呼ばれる。2017年に
は、およそ440,000人の生徒が大学また
は専門大学への入学資格を獲得した。教

PISA-調査 
2018年初めに公表されたOECD生
徒の学習到達度調査（PISA）の特別分
析報告書では、社会的に安定した家庭
とそうでない家庭の生徒の能力の差
が依然として大きく、社会的な背景と
学力の相関も示された。しかし傾向と
してはポジティブで、ドイツにおけるチ
ャンスの均等性は増加した。
→ oecd.org/pisa

グ ロー バ ル
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およそ900万人の生徒たちが一般教育学校で学ぶ

育に特別の支援を要する子供には、これ
に応じた障害特別学校や支援学校があ
る。ただし、障害者権利条約に基づき、障
害のある子供もない子供も共に学ぶのが
通例となるべきである。

140の在外ドイツ学校は、72カ国ですぐ
れた教育にあたっている。そこではおよ
そ22,000人のドイツ人生徒と、60,000
人のドイツ人以外の生徒が共に学んでい
る。在外ドイツ学校は、たいてい私立学

校 で あ るが 、在 外 学 校 制 度 中 央 機 関
（ZfA）により、人員と財政に関して支援
を受けている。2008年からは、外務省
がコーディネートするイニシアチブ「 学
校：未来のパートナー」（PASCH）が、Z-
fAおよびゲーテ・インスティトゥートと共
同で、ドイツ語学習者のためのさらに大
きなネットワーク作りに取り組んでいる。
このイニシアチブは、500,000人以上の
生徒 がドイツ語を学んでいる世界 中の
2,000近い学校を結ぶものである。 
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ドイツの人口はおよそ8,260万人。欧州
連合で最も人口の多い国である。世界に
開かれた近代国家であり、重要な移民受
け入れ国となっている。ドイツに暮らす人
々のうち、移住を背景とする人々は実に
1,860万人におよぶ。近年、ドイツはき
わめてリベラルな移民規定をもつ国にな
った 。経 済 協 力 開 発 機 構（O EC D）の
2017年の調査によると、ドイツはアメリ
カに次いで人気のある移民 受け入れ 国
である。

ドイツに暮らすたいていの人は、国際的
に見て生活水準が高く、個々人がそれぞ
れ自分にあった生活設 計をする余 地も
大きい。国連の人間開発指数（2017年）
では 、ドイツは18 8カ国 中 4 位 であっ
た。50カ国のイメージを聞く国際的アン

ケートに基づく国家ブランド指数（2017
年）では、ドイツは1位であった。それも
生活の質と社会的正義の分野で高い評
価を得たおかげである。ドイツは、すべ
ての市民の保護を最優 先の使命とする
社会福祉国家を自認している。

ドイツ社会は、ライフスタイルが多様で
あり、民族文化的な特徴が多彩であるこ
とを特徴とする。新しい生活形態や生活
実態が、社会の日常を変えている。移民
は、新しい視点と経験をもたらして国を
豊かにしてくれる。新しい可能性を求め
る人生設計や、さまざまな性的指向を、
社会は開かれた姿勢で受け入れている。

男女同権も進 展し、伝統的な役 割分担
論はすでに崩れている。障害のある人々

豊かさをもたらす多様性 ∙ 移住を形作る ∙ 多様な生活形態 ∙  
活発なシビル・ソサエティ ∙ 充実した社会福祉国家 ∙  

自由時間と旅行 ∙ 自由な宗教実践

社会

展望

豊かさをもたらす多様性
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生活水準の高さと、個人的な自由の余地の大きさが、ドイツの生活クオリティの特徴である

 ビ デ オ A R ア プ リ

ドイツの社会: 本テーマに関するビデオ: 
→ tued.net/ja/vid6
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も、ますます深く社会生活に関与するよ
うになっている。

未来のドイツにとって、少子高齢化ほど
大きな影響をもたらすものがあるとはほ
とんど考えられない。出生率は最近は若
干回復したものの依然として低い水準の
女性1人あたり1.5人であると同時に平均
寿 命は伸びている。連 邦 統 計局による
と、2060年までに、ドイツの人口は、移
民の数にもよるが、6,760万人にまで減
少するとのこと。それと同時に、高齢 者
の割合が増加し、社会保障 制度にはあ
らたな課題が突きつけられている。

近年の社会経済的変化は、ドイツにあら
たな社会的危 機の状 況を生み出してお
り、経済的な生活状況から見て、社会の
格差は著しく拡大している。確かに失業
者数で言えば、2017年はかつての1991
年と同水準にまで低下しており、平均し
て250万人であった。それにもかかわら
ずドイツのほぼ5人に1人、特に若者やひ

とり親 家 庭が貧困の危 機にさらされて
いる。東西間にも、以前として大きな社
会的格差が残っている。 

少子高齢化はドイツにとって大きな課題となっている

ドイチュ・プルス
多面的な共和国を目指す垣根を越え
たネットワークと活動
→ deutsch-plus.de

メイク・イット・イン・ジャーマニー
国際的専門家のための 
多言語ポータル
→ make-it-in-germany.com

人間開発報告書
ドイツを国際比較するとどうなるか？ 
→ hdr.undp.org

ネット
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連邦移民・難民庁
連邦移民・難民庁はドイツ滞在に関するあ
らゆる情報を提供し、亡命申請について決
定を下す。
→ bamf.de

ドイツ・イスラム会議
2006年に創設されたドイツ・イスラム会議

（DIK）を介して、ドイツ国家とドイツに暮ら
すイスラム教徒との間では、長期的な視野
に立った対話が行われている。
→ deutsche-islam-konferenz.de

社会統合に向けた国民的行動計画
ドイツは、統合国家であることを目指して
いる。そのため、社会統合というテーマは
2005年から連邦政府の重点項目となって
いる。統合サミットは毎年開催されている。 
→bundesregierung.de 

世論調査機関
数多くの定評ある世論調査機関が定期的に
ドイツ人の意見を聞き取り、選挙日には得
票の最終予測を発表している。よく知られた
ものとしては、選挙研究グループ、フォルザ、
エムニド、インフラテスト・ディマップ，それに
アレンスバッハ世論調査研究所がある。

連邦ボランティア役務
社会福祉、環境、文化の領域や、スポーツ、社会
統合、民間救護・災害救護活動など、公共の利
益のために働こうとする人々のための制度。
→ bundesfreiwilligendienst.de

連邦雇用機構
連邦雇用機構は、職業紹介と雇用促進、そ
れに財政的な補填を管轄する。
→ arbeitsagentur.de

財団
ドイツはヨーロッパの中でも財団の多い国
である。連邦平均では人口100,000人あた
り26.5の財団がある。最も有名なのは国
の委託を受けてさまざまな製品を比較して
いる「商品テスト」財団である。
→ stiftungen.org

本章のあらゆるテーマに関して、コメン
ト付きのリンク一覧、寄稿記事、文書な
ど、さらに多くのインフォメーションを提
供します。また少子高齢化、社会保障、世

代間契約、男女同権、生活水準など、さまざまなキーワード
に関するさらに詳しいインフォメーションもあります。
→ tued.net/ja/dig6

コン パクト

関連機関

デジタル・プラス
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ドイツは移民受入国として世界一のトッ
プに上がってきた。経 済 開 発協力機 構
（OECD）は2017年の調査でドイツが
アメリカに次いで 最も人 気の高い 移 住
受 入国であると発 表。35ヵ国のOECD
加盟国のなかでドイツほど 移 住者が増
えた国はなかった。2015年には移住者
の数が過去最高の200万人となった。多
くの人は難民として来た。特にシリアや
イラクでの戦争や紛争により多くの人々
が 故 郷を失い、保 護を求めて他の地 域
に逃れた。2016年にはドイツに約170
万人の移住者があり、その数は減少傾向
にある。

連邦政 府は難民と非正規移民の原因の
撲 滅と移 住プロセスのコントロールに
力を入れている。ドイツでの 在 留 資 格
取 得の見 込みがない人々の帰 還と祖国
での再統 合のサポートなどが 挙げられ
る。2016 年にドイツには10 0 0万人の
外国籍の人が 暮らしていた。1860万人
が移民の背景を持っていた。その中には
移住者、ドイツで生まれた外国人、両親
が 移 住してきたまたは外 国 籍の人が含
まれる。これらの人々が全人口に占める
割合が22%を超える。移民の背景を持
つ人のうち960万人がドイツ国 籍で そ
のうちの42%は生まれたときからドイ

移民ステータスに基づく人口構成（2016年）

6,380 万人
移住を背景としな
いドイツ人960 万人

移住を背景とし
てドイツ国籍を
もつ人

1,000 万人
外国人

移住を形作る
テーマ

現代移民社会 
ドイツはアメリカに次いで2番目に人気
のある移民受け入れ国である。2016年、
ドイツには、移住を背景とする人々が合
わせて約1,860万人暮らしている。ドイツ
に 暮らすイスラム教 徒はおよそ4 0 0
～500万人。そのうち自分が宗教的であ
ると称する人は約半分にすぎない。これ
は人口の2.6％にあたる。
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出身地域ごとの総移民数（2015年）
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ツ国籍を持っていた。33%の人々がドイ
ツに移住をし、残りの25%がドイツに帰
化しました。2016年だけでも110,400
人の外国人が帰化した。

移住者はドイツの社会と経済の発展に大
きく貢献している。専門職従事者の需要
が高まるなかで、高度なスキルを持った
移住者が増えてきている。少子高齢化に
よる専門職従事者不足への対策の一環と
しても連邦政府はさらなる移住を可能に
したい意向。国内の就業者の活用やEU
加盟国からの専門職従事者の移住の他
に、第三国からの移住も視野に入れ連邦
政府は少子高齢化による影響に歯止めを
かけ、専門職従事者の確保につなげたい
と考えている。

高度なスキルを持った人たちはEUブルー
カードによりドイツの労働市場へのアク
セスが簡素化される。医療や介護など専
門職不足が著しい分野では、この分野の
認定資格を持った専門職従事者はEU加
盟国外からであっても就労の為にドイツ
に来ることが可能となっている。これらの

可能性を全て刈り取るために、移住に関
するルールを法整備によって行う予定。

移民政策のなかで重要な課題である統合

統合政策はドイツの政治において重点
分野であり、左派委全体の課題と認識
されている。統合とは提案であるのと
同時に自助努力への義務でもある。こ
れは相互作用のプロセスでのみ成果に
繋がる。ドイツ滞在法によれば、合法的
に長期間ドイツに滞在する外国人は連
邦が提供する統合サービスを受ける権
利がある。これらのサービスは、語学習
得や職業研修、就労、教育への統合や
社会への統合をサポートする。その目的
は人々を社会に統合し参画を可能にす
ることである。その中心的な役割を担う
のが、語学コースとオリエンテーション・
コースで構成されている統合コース。

20歳から34歳の外国籍の大人の30%
以上は職業資格を取らないでいる。彼
らの研修率を高めるのが連邦政府の重
要な目標だ。2014年の国籍法の改定

1990
鉄のカーテンの崩壊と、「旧ユ
ーゴスラヴィア」における戦争
のため、1990年、移民が急激
に増加。さらに中欧・東欧の40
万人のドイツ系住民がドイツに
移住した。

1964
労働者移民は「ゲストワーカー」
と呼ばれ、この年、100万人目が
迎え入れられた。1973年の石
油危機により、募集は停止。今、
ドイツにはおよそ400万人の外
国人が暮らしている。

1955
1950年代半ば、急速な経済成
長により、ドイツの労働力が不
足。まずイタリアと、続いてスペ
イン、ギリシャ、トルコ、モロッコ、
ポルトガル、チュニジア、ユーゴ
スラヴィアと労働者募集協定が
結ばれた。

マイルストーン
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により二重国籍が導入された。1990年
以 降にドイツで生まれて育った外 国 人
の両親を持つ子 供たちの「選 択義 務」
が撤廃された。それ以前は23歳の誕生
日を迎えた際にどちらかの国籍を選択
しなければいけなかった。

難民と政治的迫害を受けている人たち
の保護

基 本法は政治的な迫害を受けている人
に対して庇護の基本権を与えている。ド
イツはこれにより歴 史 的及び人 道 的 責
任を果たす決意を表明している。2015
年 の い わ ゆ る 難 民 危 機 の と き に は
890,000人が保護を求めてドイツに来
た。2016年には746,000人が庇 護申
請をした。現在は保護を求めてドイツに
来る人の数は減少 傾向にあり、2017年
にはおよそ223,000件の庇護申請があ
った。2018年の1月から4月までの間で
はおよそ64,000件だった。ドイツは難
民問 題をヨーロッパ全 体で取り組む連
帯的な 解決 策を後 押ししている。連 邦
政 府はそれと同時に難民の保護の改善

と 受 入 国 で の サ ポ ートに 尽 力して い
る。 

移民の社会統合に関する 
OECDの調査 
ドイツは近年、移民の労働市場への統
合を改善することに成功した。しかし、
両親が外国で生まれた子供たちの場
合、依然として格差がある。これは「移
民の社会統合指標2015年版」と題す
る経済協力開発機構（OECD）の比較
調査の結果である。
→ oecd.org

グ ロー バ ル

2014
2014年、200,000を超える人
々がドイツに亡命を申請。ドイツ
国内に移住した人が、同時期に
ドイツから国外へ移住した人々
を50万人近くも上回ったのは
初めてのことであった。

1997
1980年代半ばから、労働者移
民のほかに、ますます多くの亡命
希望者がドイツにやって来るよ
うになる。1997年のダブリン合
意は、亡命手続に関する欧州諸
国の管轄を定めるものである。

2005
国勢調査で初めて、住民の移住
の背景を区別して集計できるよ
うになる。この集計によれば、 
2015年、ドイツに暮らす5人に
1人が移住を背景としている。
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個人化され、高度に流動化した21世紀の
世界でも、家族には大切な意義がある。
ドイツ人のほぼ10人中8人にとって、家族
は依然として最も重要な社会制度であ
り、影響力の大きい準拠集団である。同
時に、家族とは通常どのようなものか、と
いう観念は変わってきている。まだ家族
で暮らしているのは、ドイツの人のほぼ半
数にすぎない。

伝統的な家族構成が後退しているとは言
うものの、2016年、未成年の子供のいる
夫婦はおよそ70％を占めており、これが
最もよく見られる家族形態である。婚姻
数は最近若干上昇し、201６年には
410,000であった。夫婦の3分の1強は離
婚している。2016年に離婚した夫婦の平
均婚姻年数は15年であった。2016年に
はドイツ人と外国人の間で46,000の婚
姻が成立した。

子供のいるカップルが結婚届けを出さな
いで共同生活を送る事例は大幅に増え
ている。1996年から2013年の間に、そ
の割合は倍になった。子供のいる家族は

今日、810万あるが、そのうち10に1つの
カップルは結婚していない。ひとり親家
庭は、家族形態として急激に増加してい
る。最近では、ひとり親家庭は親子関係
の5分の1を占める。1,640万の片親のう
ち、10人に9人は女性である。ひとり親
家庭は、重大な貧困の危機にあることも
多い。彼らの40％は国家による支援給
付を受けている。

重要性を増している生活形態のひとつ
に 、同 性 のパートナーシップが あ
る。2015年、ドイツには94,000の同性
カップルが暮らしている。これは10年前
より半分以上多い。彼らのうち43,000カ
ップルは、パートナーシップを役所に届け
出ている。2001年以来、同性カップル
は、彼らの関係に法的保護を受けられる
ようになっている。2017年連邦議会は「
みんなのための婚姻」を決定。このこと
により同性カップルも完全な婚姻の権利
を有し養子縁組なども可能となる。

共同生活の新しい形が成立する一方で、
ひとり暮らしの家庭も増えている。全世

多様な生活形態
テーマ
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帯の41％が単身世帯である。こうした展
開は、ひとつには高齢化の結果であり、
ひとり暮らしの高齢者が増加している。
他方また、ひとりで暮らす若者も数も増
えている。

狙いをもった家族支援――「両親時間」
と「両親手当」

家庭内の構造においては、価値基準も変
化している。両親と子供の世代間関係は良

好なことが多く、たいていは伝統的または
権威主義的な教育の型によらず、対話、献
身、はげまし、そして自立に向けた教育が
特徴である。職業に就く母親の割合も増
えて、66％を超えた（2006年には61％で
あった）。その場合、子供があって職業につ
いている女性の70％以上がパートタイムベ
ースで働いており、特に就学前の子供がい
る場合がそうである。職業につく父親の
場合、この割合はわずか5％である。2014
年、ドイツにおける女性の就業率は74％

家族には大きな価値が認められている――最近では父親の中にも「両親時間」を申請する人が多くなった
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で、EUの中では2番目に高く、EU平均
（68.5％）を大きく上回っている。

2007年に導入された「両親時間」制度
は、家族の形成と職業の継続発展の調
和を容易にするものである。「両親時間」
制度では、両方の親が、仕事を最大3年
休むことが認められる。「両親時間」の
間、両親は最大14カ月、最後の手取り所
得の67％（最低300ユーロ、最高1,800
ユーロ）の「両親手当」を、生計を確保す
るために受給できる。

ドイツ人の75％は両親手当をよい制度と
考えており、ほとんどすべての両親が給
付を受けている。しかし父親の5人中4人
は、2カ月という最低期間、仕事を休むだ
けである。子供が生まれたあと、長いあ
いだ家にとどまるのはとりわけ母親なの
である。2015年に拡大された「両親手当
プラス」では、職業生活への早期復帰の

利点が高まる。パートタイムで働く親は、
これによって最大28カ月間経済的な支援
を受けることができる。

2013年8月1日から、子供は満1歳になる
と保育施設に入所する法的請求権をもつ
ことになった。最近では、3歳未満の子供
の3人に1人、2017年の場合は763,000
人が、55,000ある保育所に通うか、また
は44,000人の保育ママのもとで保育を
受けている。2006年に比べると、3歳未
満の子供のための保育施設の数は2倍以
上になっている。

両親時間、両親手当、それに乳幼児の保
育をめぐる全般的枠組みの改善は、基本
法に定められた男女同権の前提をさらに
充実させるものである。

教育分野では、若い女性は若い男性に追
いつくだけではなく、ときには追い抜いて

例えば同性のパートナーシップなど、家族生活の新しい形が受け入れられている
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いる（2017年の大学入学資格者の53.1
％が女性、2016年の大学入学者の50.5
％が女性）。しかしそれにもかかわらず、
職業機会や昇進の点では男女に依然とし
て差がある。フルタイムの仕事につく女
性は、平均すると男性の79％の給与しか
得ていない。指導的地位につく女性も、
男性より少ない。

2015年、民間企業と公共機関において、
管理職への男女平等参加のための法律
が発効した。この法律では特に、上場企
業の監査役会のポストの30％を女性が
占めなければならないと定めている。連
邦政府は2018年の連立協定で2025年
までに公務員の管理職の男女平等参加を
目標に掲げた。連邦議会の女性比率は最
近 再 び 低下し 現 在 3 0 .9％となってい
る。1983年までは女性議員の比率は10
％未満であった。

多様性の受け入れ――重要な社会的課題

機会均等を、連邦政府は障害のある人々
のためにも作り出そうとしている。目指し
ているのは、多様性を受け入れる社会、す
なわち誰もが学校でも、職場でも、余暇
で も、どこにで も参 加できる社 会であ
る。そのためには幅広いバリアフリーが
必要である。建造物や道路や道の障害物
は取り除かなければならず、労働市場へ
のアクセスする場合など、社会的な垣根
についても同様である。

2007年、ドイツは諸外国の先陣を切って
障害者の権利に関する国連条約に署名し
た。その実現をめざすのが、「国民的行
動計画」である。これは特に重度障害の

ある若者の職業生活への備えを強力に
推進するものである。行動計画以外にも
さ ら に 、連 邦 障 害 者 参 加 法 が 成 立
し、2017年に発効した。

要求と潜在力に連邦政府がとりわけ注目
しているもうひとつのグループは、高齢者
である。ドイツでは5人に1人以上が65歳
以上で、彼らの経験は社会にとって有益
である。高齢者の生活形態も多様化し、
変化している。全体として、高齢 者は今
日、以前よりも活動的になった。高齢者
が今も労働市場に統合されていることも
多い。高齢者と若者の真剣な対話を促進
するのが、540ある「多世代の家」であ
る。これはさまざまな年齢の人々の出会
いの場となっている。 

シェル若者調査
ドイツの若者はどんな考え方をしてい
るのか？　彼らにとって何が重要で、
自由時間をどんな風に過ごし、両親や
友 人とはどんな関 係に あるのか？ 
1953年から、石油会社シェルは、若者
の心情を把握する調査を独立した調
査機関に定期的に依頼している。第17
回シェル若者調査は2015年に発表。
→  shell.de/aboutshell/our-commitment/

shell-youth-study.html

インフォ
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およそ3,100万人のドイツ人が、自由時
間にボランティア活動を行って、社会の
責任を引き受けている。こうした社会参
加は長期間に及ぶことも多く、参加者の
1/3は10年間前から活動している。連邦
政府が実施した第14回ボランティア・ア
ンケートによれば対象者の60％近くが、
ボランティア活動に費やす時間は週に2
時間以内と答えた。

福祉団体、教会、協同組合、支援組織、
公益企業、それに私的な活動と連携しつ
つ、580,000あるさまざまな団体の会員
たちが「第3極」の屋台骨となっている。
国家にも政党政治にもよらず、自由意志
により公共的に社会的・政治的問題に取
り組む社会領域は、シビル・ソサエティと
呼ばれる。

重要性を不断に増し続けているのが、と
りわけ財団である。ドイツには21,000を
超える私法上の財団法人があり（これは
財団の古典的な法的形態である）、ヨー
ロッパで最も財団の多い国のひとつであ
る。私法上の財団のうち、およそ13,500
は2000年前後以降に設立されており、今
日存在するこの種の財団の半分以上を占
める。連邦平均では人口100,000人あた
り26.5の財団がある。すべての財団を合
わせると、資産は約680億ユーロになる。
公益目的の支出はおよそ43億ユーロ、伝

統的には社会福祉教育、研究、文化にあ
てられる。支出額の多い私法上の財団を
5つ挙げると、フォルクスワーゲン財団、
ローベルト・ボッシュ財団、ベルテルスマ
ン財団、ハンス・ベックラー財団、そしてド
イツWWFである。

大いに注目を集めているのが、多くの市
民と企業が共同で設立者となって地方
や地域の計画を支援する市民財団であ
る。この種の財団は1996年に初めて誕
生し、2016年はすでに300以上の市民
財団が、連邦ドイツ財団連盟に認めら
れている。市民による社会参加は近年、
やや増加しているが、大規模な団体か
ら、小規模で自立したグループや多彩な
プロジェクトへと、大きく重点が移って
いる。現在、ドイツの多くの人が、難民
を支援するための地域活動に無償で参
加している。

政党、労働組合、 
非政府組織による社会活動

政党、労働組合、それに非政府組織によ
る社会政策的な活動は、むしろ戦略的・
政治的な連携を目指すものである。こう
した活動においては、無償での活動が、
積極的で民主的な社会参加の可能性を開
いている。確立された大規模な組織で
は、近年、ボランティアの協力を得ること

活発なシビル・ソサエティ
テーマ
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がますます難しくなっているためである。
無償の社会 活動という点では、14歳か
ら24歳の年齢層が特別な可能性を秘め
ている。若年成人は、社会参加への心構
えがあり、ボランティア活動に関心をも
っている。2011年には、連邦ボランティ
ア役 務の制度が創設された。これはす
べての年齢層に向けて開かれており、50
年以上 続いてきた青少年と若年成人の
ための社会福祉奉仕活動制度のモデル

を 補 う も の で あ る 。2 0 1 8 初 め に は
43,000人以上が服務していました。

外国におけるボランティア活動も可能で
ある。例えば連邦家族・高齢 者・女性・
青少年省の国際奉仕活動、連邦経済協
力・開発 省の「世界に向かって」プログ
ラム、外 務 省も協力するドイツ・ユネス
コ委員会のボランティア活動「文化の広
がり」などがある。 

環境保護は、多くの人々が自由時間を割いて取り組んでいるテーマである
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ドイツでは幅広い社会保障制度が整備
されている。他の発達した民主主義国家
と同じく、社会保障費は国家支出の中で
最大の個別項目である。2016年にはおよ
そ9,180億ユーロが公的社会保障費にあ
てられた。これは国内総生産（GDP）の
29％にあたる。福祉国家的な社会保障制
度には、19世紀後半、ドイツの工業化の
時代にまでさかのぼる伝統がある。この
伝統は、当時の宰相オットー・フォン・ビス
マルクと関係がある。

ビスマルクのもとで、1883年、まず労働
者のための義 務的な疾病保険が導入さ
れた。このとき制定された社会福祉関連
の法制度は、その後拡充され、社会福祉
国家のよってたつ基盤となったのである。
ドイツ連邦共和国の基本法では、社会福

祉国家の原理は第20条第1項と第28条
で定められている。これをどのように実現
していくかについては、政治と社会はそ
の都度あらたに検討していかなければな
らない。特に少子高齢化により、制度の
適合は必須となっている。

暮らしに関わる危機から保護するための
セーフティーネット 

国民は現在、公的な健康、年金、事故、介
護、および失業保険によるきめ細かいネ
ットワークによって、暮らし関わる危機や
脅威から守られている。セーフティーネッ
トとしてはこのほかに、年金生活者や継
続的就労不能者のための基礎保障や、家
族給付調整などの税法上の措置（児童手
当、税の優遇）がある。家族はひと月に
第1子と第2子には194ユーロ、第3子に
は200ユーロ、それ以降の子供には225
ユーロを受給する。これは2018年はじめ
にさらなる引き上げが行われた結果であ
る 。2 018 年 3月に 成 立した 大 連 立 は
2019年に児童手当をさらに25ユーロ上
乗せする予定。それに加え連立協定には
子供の権利を基 本法に加える計画が盛
り込まれている。

2014年に発効した年金パッケージによ
り、特に高齢者の状況が改善された。こ
の改革では、63歳以降の年金満額受給
やいわゆる母親年金などが導入された。
母親年金は、子供の養育活動に対して敬
意を表するものである。

充実した社会福祉国家
テーマ

3,260 万人
2017年12月、連邦雇用機構が把握し
た社会保険加入義務のある就業者の
数。ドイツの全被雇用者の75～80％
にあたる。これには社会保険加入義務
のない公務員、自営業者、無給の家内
労働者は含まれず、またいわゆるミニ
ジョブ労働者は数えられていない。 
→ statistik.arbeitsagentur.de

数 字
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1992年以前に生まれた子供を養育して
いた母親には、今日の両親が利用してい
るような保育制度がなく、労働界でのチ
ャンスも少なかった。そんな中での養育
活動が、今後、母親年金によって報いられ
るのである。およそ950万人の女性（およ
びわずかの男性）が、2014年7月から、
子供ひとりあたり年間300ユーロ以上の
年金を受け取っている。

45年間掛け金を支払った長期年金被保
険 者は 、2014 年7月1日以 降は 、63歳
から老齢年金を満額 受け取ることがで
きる。2018年2月末までに982,000の
申請があった。

ドイツでは疾病保険は法定の義 務であ
る。医療措置は、病院や診療時、リハビリ
施設で行われる。 

月々の児童手当を支給して、国は家族を支援している ―― 就学前児童の保育制度も拡充された
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自由時間と旅行
パノラマ

3,100 万人
自由時間に無償で社会活動に

参加するドイツ人

43,000人
連邦ボランティア役務の枠内

で活動する人

2,400 万人
スポーツクラブの会員になっ

ているドイツ人

95 %
携帯電話を少なくともひとつ

もっている世帯

ドイツ人にはどれだけの自
由時間があるか
平日に好きなことをする 
時間：

1時間未満 1～2時間 2.5～4時間 4.5～6時間 6時間以上

自由時間に好まれる活動
ここに挙げる活動は、ドイツの回答者100人あたり、少
なくとも週に1回は自由時間に行っているものである：

インターネッ
トサーフィン

テレビを見る

ラジオをきく 家で電話

新聞/
雑誌を読む

外で電話

パートナー
と共に過ご
す

考え事

ぐっすり眠る

重要な事柄につ
いて話をする

コンピュ
ーター

ゆっくり休む
コーヒーを飲む/
ケーキを食べる

CD/MP3
をきく

3 % 18 % 38 %

90

72

64

71

89

97

61

71

61

68

54

73

65

52

17 % 23 %
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258 ユーロ
各世帯で1カ月に自由時間、文

化、娯楽に支出する金額

58人
ドイツ人100人のうち、1年に
1度は5日間以上旅行する人数

1,193 ユーロ
ドイツ人が平均して主な休暇

旅行に支出する金額

34.2 %
主な休暇旅行をドイツ国内で

過ごすドイツ人の割合

2.8
ベネルクス諸国

2.2
アメリカ/カナダ

13.1
遠方の旅行先

1.8
ポーランド

3.9
オーストリア

3
スカンジナビア

人気の休暇旅行先
ドイツの100人の旅行者が2017年に主
な旅行先として選んだところ（円内は
2014年との比較）

13.7
スペイン

7.7
イタリア

3.6
トルコ

3.1
ギリシャ

3.3
クロアチア2.9

フランス

2.9
北アフリカ

出典: Stiftung für Zukunfsfragen 

休暇の長さ
平均旅行日数

-0.7

+0.8

+0.1

+0.3

+0.7

+0.6

+0.3

-0.1

-0.2

+1.8

12.2 12.5 12.1 13.0
14.8 13.4 13.0 12.3

2008 2010 2014 20172002 2004 2006 2012

+0.8

+0.4
-3.1
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ドイツの宗教界の特質をなすのは、多様
性の増大と世俗化の進展である。ドイツの
人口の55％は、カトリックとプロテスタン
トというキリスト教の両教派に属する。

統括団体としては、27のカトリック司教
区やドイツ司教協議会、各州のプロテス
タント教会やドイツ福音教会がある。カ
トリック教会は、11,500の教区におよそ
2,460万の信徒を有し、教皇を頂点とす
る世界教会、ローマ・カトリック教会に属
する。ドイツ福音教会（EKD）は、独立し
た20の福音州教会（ルター派、改革派、
合同教会）からなる団体である。およそ
2,300万人を擁して、ドイツにおけるプロ

テスタント・キリスト教徒の中では最大
の組織である。人口の36％はどの教派に
も属していない。

信者が高齢化し、また多くの者が教会を
脱退して、キリスト教会の信者数は減少し
ている。2016年だけで162,000人がカト
リック教会を離れ、福音協会では190,000
人の脱退者があった。ドイツ東部では、教
会離れがとりわけ顕著である。

イスラム教は、移民によって、宗教生活に
おける重要性を増している。50カ国から
ドイツにやってきたイスラム教徒は、およ
そ400万人と見積もられているが、中央
での集計は行われていない。たくさんの
町で、大規模なイスラム教徒コミュニティ
が形成されている。2006年にはドイツ・
イスラム会議が設立されて、国家とイスラ
ム教徒とが意見を交わす公的な枠組みが
創出された。

ドイツにおけるユダヤ人の生活は、ホロコ
ーストによって完全に破壊されたが、東西
紛争の終結後、旧ソ連からの移民により、
再び活性化している。今日ではドイツにお
よそ200,000人のユダヤ人が暮らしてい
る。そのうち100,000人近くは、多彩な宗
教的側面を示す105のユダヤ人コミュニテ
ィに所属している。それらを代表するの
が、1950年に設立されたドイツ・ユダヤ人
中央評議会である。

自由な宗教実践
テーマ

∙  最も信者の多いカトリック司教区:  
ケルン大司教区（カトリック信者200万）

∙  最も信者の多い州教会: ハノーファー教会
（プロテスタント信者260万人以上）

∙  大規模なモスク: ヤヴズ・スルタン・セリ
ム・モスク（マンハイム）、シェヒトリック・
モスク（ベルリン）、ファティフ・モスク（ブ
レーメン）

∙  最も信者の多いユダヤ人コミュニティ: ベ
ルリン・ユダヤ人コミュニティ（10,000
人）

リスト
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ドイツに国 教 会はない。国家と宗 教の
関係の基 礎をなすのは、基 本法で保証
された信 教の自由、世界 観に関する国
家の中立という意味での政教分離、そし
て宗 教団 体の自己決 定権である。国家
と宗 教 団 体は パートナーシップに 基づ
いて互いに協力し合っている。

国家は、宗教団体が運営する幼稚園や学
校の財政に関与し、 教会は、国家が徴収

する教会税を受け取り、社会活動の財源
とする。学校は、宗教を通常の授業科目
として開講しなければならない（ベルリ
ン州とブレーメン州では制限がある）。イ
スラム教の宗教の授業も拡大している。
ドイツの学校に通っているイスラム教徒
の児童・青少年に宗教の授業を行うため
に、追加の教員が養成されている。 

信教の自由は基本法で保障されている。ドイツには2,000を超えるモスクがある
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生きた文化国家 ∙ 革新的な創造経済 ∙ 文化的対話 ∙ 世界に開かれたポジション ∙  
急速なメディアの変貌 ∙ ドイツの世界遺産 ∙  

魅力的な言語

文化とメディア

展望

生きた文化国家
「ドイツ文化」と言えるようなひとつの
文化が存在するわけではない。多数の文
化がしばしば驚くほど相矛盾しながら同
時に存在し、互いにからみ合い、互いに
反発し合い、また引きつけ合っているの
である。21世紀において、文化国家とし
てのドイツを語るということは、成熟し、
さらに成長を続ける生きた有機体につい
て語ることにほかならない。その多様性
はあきれるばかりであり、いらだたしく、
しばしば厄介なものですらある。こうし
た多様性は、ひとつにはドイツの連邦的
伝統に根ざしている。ドイツが統一国家
として存 在を始めたのはようやく1871
年のことであった。1949年に設立された
ドイツ連邦共和国も、1990年に再統一
されたドイツも、意識的に連邦的伝統を
継承し、それぞれの州に文化主権を認め
てきた。連邦首相府に文化メディア担当

が置かれたのは、ようやく1998年のこ
とである。現在のドイツを構成している
各地 方や 都 市は、かつては多 数の小規
模・中規模の国家であり、また自由都市
であった。現在、市立・州立の劇場がおよ
そ300、プロのオーケストラが放送局と
連携するものも含めると130あるのは、
その結果である。540の美術館は、国際
的にもトップクラスの収 蔵品を誇り、比
類なきミュージアムシーンを作り上げて
いる。文化施設のこうした多様性にかけ
ては、ドイツはトップレベルである。劇場
やオーケストラや美術館のシステムはほ
とんどが公的に組織されており、基本的
に広く受容されている。しかし、公的予
算の財政 的 余裕が 小さく、高齢 化が 進
み、デジタル 化などメディアの変化も進
展する中で、こうしたシステムも変革と再
編の局面にある。
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世界の諸文化間の対話に貢献する未来のセンター：ベルリンにフンボルトフォーラムが誕生

文化とメディア：本章に関するビデオ
→ tued.net/ja/vid7

   ビ デ オ   A R ア プ リ
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舞台芸術は、ドイツではさまざまな形で上演される.

ドイツ文化ポータル
イベントや文化政策上のテーマに関す
るインフォメーションを掲載するウェブ
サイト
→ kulturserver.de

リトリックス
ドイツ文学を世界に紹介する多言語イ
ンフォメーションポータル
→ litrix.de

フィルムポータル
ドイツ映画に関するインフォメーション
を掲載するプラットフォーム
→ filmportal.de

ネット

重要な文化国家としてのドイツの名声は、
音楽ではバッハ、ベートーヴェン、ブラー
ムス、文学ではゲーテ、シラー、トーマス・
マンなど、過去の偉大な名の上に築かれ
てきた。現代においても、あらゆる文化ジ
ャンルで高い芸術的地位を占めている。

他方、ドイツは、他のヨーロッパ諸国では
すでにもっと早くから始まっていたプロ
セスを経験してきた。独自の伝統を基礎
として、外部からの影響に対して自らを開
き、新しい語り口を生み出してきたのであ
る。移 住を背景とする若い 芸 術家たち
は、さまざまな表現形態を見いだして、音
楽においても、文学においても、さまざ
まな出身地文化との出会いと融合に対応
してきた。

娯楽と高等文化の境界がますますぼやけ
ていく中で、ローカルな芸術・文化の中心
は、新しいドイツ文化の活気ある中心へ
と発展してきた。それらは全体としてひと
つの力場を形づくり、濃縮した形でドイツ

の鏡像を形成している。またベルリン中
央区には、かつてのベルリン王宮が複合
文化施設「フンボルトフォーラム」として
再建される予定であり、2019年の完成を
予定している。これは世界に開かれた施
設として、国際的な知の交流と諸文化間
の対話に貢献するものである。 
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本章のあらゆるテーマに関して、コメント
付きのリンク一覧、寄稿記事、文書、講演
など、さらに多くのインフォメーションを
提供します。また州の文化主権、連邦文化

基金、ドイツ映画賞、ドクメンタなど、さまざまなキーワードに
関するさらに詳しいインフォメーションもあります。
→ tued.net/ja/dig7

デジタル・プラス

コン パクト

連邦政府文化メディア担当
連邦政府文化メディア担当（BKM）モニカ・
グリュッタースは、連邦首相直属の国務大臣
である。国家的意義を有する文化施設や文
化プロジェクトへの助成などを使命とする。
→ bundesregierung.de

ゲーテ・インスティトゥート
社団法人ゲーテ・インスティトゥートは世
界中で活動するドイツの文化機関である。
ドイツ語の知識を外国で広め、国際的な
文化協力を育み、最新の幅広いドイツ像を
伝えることを使命とする。
→ goethe.de

ドイツ対外関係研究所 
ドイツ対外関係研究所（ifa）は、世界中で
芸術交流、民間団体間の対話、対外文化政
策に関わる情報の仲介に従事する。
→ ifa.de 

連邦文化基金
連邦文化基金は連邦が管轄する枠内で芸
術と文化に助成を行う。国際的なコンテキ
ストにおける革新的なプログラムやプロジ
ェクトへの助成に重点を置く。
→ kulturstiftung-des-bundes.de

世界文化の家
ベルリンの世界文化の家は、国際文化交
流のためのセンターであり、アクチュアル
な討議のためのフォーラムである。
→ hkw.de

ドイツ文化評議会
社団法人ドイツ文化評議会はドイツのさま
ざまな文化団体が公認する統括団体であ
る。258の文化団体と組織が会員となって
いる。
→ kulturrat.de

在外学校制度中央機関
在外学校制度中央機関（ZfA）は、約140
の在外ドイツ学校など、およそ1,200の学
校に対して助成を行っている。
→ auslandsschulwesen.de

関連機関
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文化・創造経済は、革新的な経済部門で
ある。ドイツでは、国民経済の総生産高
（総価値創造）に占める割合は上昇して
おり、今日では機械製造などの工業部門
と肩を並べている。創造経済部門では、
およそ253,000の企業で160万人が働
いており、2016 年 の 売 上 高は およそ
1,540億ユーロであった。ドイツ政府は
文化・創造経済を集中的に強化し、その
為のサポートや助成の可能性について更
に検討したいと考えている。

文化・創造経済の活動を束ねる中核とな
るのは、芸術、文学、文化、音楽、建築、あ
るいは創造をめぐるさまざまな内容、作
品、製品、制作、あるいはサービスに関わ
る創造活動である。構造的には、この部門
は特に自由業者や小規模または極小規模
の企業が圧倒的に多いという点に特徴が
ある。これらは主として営利経済活動を営

んでいる。つまり公的部門（ミュージアム、
劇場、オーケストラ）や市民社会部門（美
術団体、財団）が主要な活動の場なので
はない。新規設立に対する継続的な助成
により、多くの都市で、特にデザイン、ソフ
トウェア、それにゲームの分野で多くのサ
プライヤーが誕生している。特にソフトウ
ェア／ゲーム産業は、映画、ビデオ、音楽、
テキスト、およびアニメーションなどさま
ざまなジャンルのネットワーク化を通して
この分野の可能性を示しており、2016年
には290億ユーロの売上高を達成した。
発展の頂点にあるのは、優に200の企業
を有するベルリン・ブランデンブルク地方
である。これほどゲーム・インフラストラク
チャーの充実した地域はほかにはなく、ゲ
ーム関連の大学まである。しかしフランク
フルト・アム・マイン、ハンブルク、ライプツ
ィヒ、ケルン、ミュンヘンにも、卓越したク
リエイティブクラスターがある。 

革新的な創造経済
テーマ

可能性を秘めた部門
文化・創造経済は伝統的な経済分野と、
新しいテクノロジーと、現代のさまざまな
情報通信形態を結び合わせる。ドイツで
は文化・創造経済を12の部分領域に分
けている：音楽経済、書籍市場、美術市
場、映画経済、放送、舞台芸術、建築、デザ
イン、新聞雑誌市場、広告市場、ソフトウ
ェア／ゲーム、その他。

グラフ たゆみない成長：文化・創造経済の企業数
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化学産業

エネルギー供給

文化・創造経済

金融サービス業

機械製造

機械製造

42.9
47.2
64.0
71.0
93.8

129.6

中堅の地位を占める：総価値創造の部門間比較
（単位：10億ユーロ）

多面的な書籍市場：多数の新刊書籍

31.5 %
文芸書

16.5 %
児童書14.5 %

実用書

11.1 %
学問

9.8 %
ノンフィクション

10.9 %
学校・教育

5.7 %
旅行

85,486
新刊書籍

ベルリンは国際的な新進事業家にとっても「起業の町」である
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対外文化・教育政策（AKBP）は、通常の
外交および対外経済政策と並んで、ドイ
ツ外交の第3の柱である。主な目的として
は、文化、教育、学術における交流と協力
を通して他の諸国との友 好の基 盤を据
え、人間同士の対話を可能にすることに
ある。対外文化政策は、こうして相互理解
のための道を開く。これは平和的安定を
目指す政策の重要な基盤となる。また、世
界の中でドイツ語を支援し、ドイツが豊か
で多彩な文化シーンの国であることを知
らせ、時代に適ったドイツの姿を外国に伝
えることも、AKBPの課題である。具体的

な活動としては、展示会などさまざまな
文化プログラムに対する助成、ドイツの劇
団の外国公演、文学や映画に対する助
成、またイスラム世界との対話プロジェク
ト、さらにはドイツの若者の外国における
自発的な活動を支援する「カルチャーワ
イド」プロジェクトなどがある。 

プログラムやプロジェクトの基盤をなす
のは、幅広い文化概念である

文化政策のうち、ドイツ外務省自身が実
施するのはその一部にすぎない。さまざ
まな課題を、外務省は、ゲーテ・インステ
ィトゥート、ドイツ対外関係研究所（ifa）
、ドイツ学術交流会（DAAD）、ドイツ・ユ
ネスコ委員会、アレクサンダー・フォン・フ
ンボルト財団（対外教育政策については
「教育と研究」の章を参照）など、さまざ
まな点に重点を置く私法上の組織である
特殊法人に委託している。文化を伝える
こうした組織の活動は、目標協定によって
規定されているが、プログラムやプロジェ
クトの構成に関しては、それぞれの組織は
きわめて自由である。ゲーテ・インスティ
トゥートは、98カ国に159の施設を有し、
外国でドイツ語の知識を広め、国際的な
文化協力を育む。ifaは展示会や会議を通

文化的対話
テーマ

∙  最大の美術館： 
ハンブルク美術館

∙  最大のオーケストラ： ライプツィヒ・
ゲヴァントハウス管弦楽団

∙  最大の映画館： 
エッセンのキネマックス

∙  最大の演劇舞台： 
フリードリヒ・シュタット・パラスト劇場

（ベルリン）

∙  最大の歌劇場： 
バーデンバーデン祝祭劇場

リスト
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して主に文化対話に取り組んでいる。文
化対話のトレンドは、デジタルな形での文
化活動や紹介活動、それに新たな可能性
を秘めたインタラクティブな参加型のイベ
ントである。すべてのプロジェクトにおい
て、対外文化政策は、1970年代以来、「文
化」を「芸術」に限定しない幅広い非エリ
ート的な文化概念に価値を置いている。
しかし重要なのはドイツの文化だけでは

ない。文化保存プログラムは、外国の重
要な歴 史的文化財の保存を支援してい
る。外務省は、1981年から2016年まで
に、144カ国で2,800のプロジェクトに助
成を行った。その中には、マリのティンブク
トゥの写本の保存、シリアのデジタル文化
財目録の作成、カメルーンの伝統音楽の
デジタル化、あるいはインドネシアのボロ
ブドゥール寺院の復元などがある。 

オアシス都市ティンブクトゥ（マリ）の古写本はドイツ外務省の予算で保存・研究が行われている
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多元主義に基づくドイツ社会では、他の
すべてを支配したり、他を覆い尽くしたり
するような文化的トレンドは存在しない。
連邦構造をとるドイツでは、同時に存在
できないものが同時に存在する。演劇、
映画、音楽、造形美術、文学においても、
互いに対立し、互いに競い合うさまざま
な潮流が同時に存在するのである。

演劇には、明らかなトレンドがある。すな
わち、現代作家の作品の初演数が大幅増
えている。伝統的な言語劇がパントマイ
ム、舞踊、ビデオ、素人芝居、音楽と組み
合わされて、パフォーマンス的・ポスト演
劇的な舞台上の出来事を頻繁に作り上げ
るそうした作品は、現代演劇の幅広さを
示している。毎年5月に開催されるベルリ
ン演劇祭でも、多様性が示される。これ
は複雑な現実への問いに対する多声的な
回答である。

社会的中間層によって担われるこうした
文化的メインストリームのほかにも、新
しいものが生まれている。自由ではある
もののすでに確立された演劇文化の中
へ、この新しいものは周辺から流れ込ん
で、演劇文化をいっそう豊かにしている
のである。「ポスト移民」がこの現象の
キーワードである。これは移民社会とし

てのドイツを反映しており、多くの都市
で見られるが、その中心は特にベルリン
である。ドイツには、移住を背景とする
第2世代、第3世代のドイツ人が数百万人
暮らしている。

彼らは自らについて、彼らの両親や祖父母
の人生について、何百年もドイツに暮らし
ている市民とは異なる物語を語るのであ
る。彼らは、ドイツで生まれていようとい
まいと、通常、具体的な移住史の刻印を
受けているわけではない。彼らを特徴づ

世界に開かれたポジション
テーマ

ドイツ国立図書館（DDB)はヨーロッ
パの電子図書館ポータルサイトのヨー
ロピアナ（europeana.eu）と緊密に
連携を取りながらドイツの文化遺産の
発掘と集約を図っている。その文化遺
産となる対象は手書きのもの、古典的
な映画、音楽や電子書籍が挙げられ
る。国立図書館の所蔵品は既に
1,800万点を超えている。将来的には
3万に及ぶあらゆるジャンルと分野に
またがった文化及び学術施設とのネッ
トワーク化を目指す。
→ deutsche-digitale-bibliothek.de

インフォ
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けているのは文化的混成の経験である。
さまざまな文化的関連の中にあるこうし
た人生は、社会との芸術的取り組みに新
しい形態をもたらし、アクチュアルな対
立、すなわち右翼や帰属問題や社会参加
をめぐる議論を反映している。社会の新
しい自己イメージを促し、外国におけるド
イツの文化的認知を特徴づける新しい語
り口が生まれている。

トランスカルチュラリティをもたらすこうし
た芸術制作の旗手と目されるのが、ベルリ
ン・マクシム・ゴーリキー劇場におけるシェ
ルミン・ラングホフの「ポスト移民演劇」で
ある。彼女の演出は、従来の演劇観客の
枠を超えて、新しい、たいていは若い人々
に届いており、常に展開し分離してゆく見
通しのきかないプロセスを反映している。
イスラエルの演出家ヤエル・ロネンの演出

マクシム・ゴーリキー劇場でヤエル・ロネンが演出した「コモン・グラウンド」は大きな成功を収めた
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した「コモン・グラウンド」は、バルカン戦
争を、そして「ザ・シチュエーション」は中
東戦争を取り上げている。この作品によ
り、ゴーリキー劇場は2015年、2016年に
ベルリン演劇祭に招待された。演劇が遅
ればせながらここで体験していることは、
ポップミュージックや文学においてはとう
に始まっていたことである。

ポップミュージックや文学でも、芸術家の
伝記は社会的多様性を反映しており、方
向性の異なるさまざまなスタイルのスリリ
ングな融合が新たなパースペクティヴを
開いている。ポップミュージックでは、世
界の実にさまざまなスタイル（バルカンビ
ート、アフロアメリカのサウンド、トルコ
のロック、アメリカのヒップホップ）が、「
いかにもドイツらしい」さまざまな勢力や
エレクトロニクス現象と組み合わされる。
他の諸国と同じく、ラップが 移民家庭の
若者にアイデンティティを与える役割を

果たしている。トルコからの移民の息子で
あるファティ・アキン監督は頂点に辿り着
いた。2018年にはドイツ人でハリウッド
女優であるダイアナ・クリューガー主演の
ドラマ映画「女は二度決断する」でゴール
デン・グローブ賞を受賞。作品では社会
的な共存や衝突などの際どいテーマを取
り上げ、社会環境と社会的固定観念を衝
突させている。ポスト移民のドイツは決し
て居心地はよくはないがスリルと躍動感
に溢れる 。

現代文学においては、ポスト移民のテー
マが中心的な役割を果たしている

大きな成功を収めているドイツ語作家の
中には近 年 移 住を背景とする作家もお
り、そのうちの一人が、2015年にドイツ最
高の文化賞のひとつであるドイツ書籍協
会平和賞を受賞したナヴィード・ケルマニ
のほか、少しだけ名前を挙げればカーチ

ダイアン・クルーガー主演でファティ・アキン監督のドラマ映画「女は二度決断する」 
（ドイツ語原題：Aus dem Nichts）は2018年のゴールデン・グローブ賞を受賞。
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ャ・ペトロヴスカヤ、シェルコ・ファタハ、
ニーノ・ハラティシュヴィリ、サーシャ・スタ
ニシチ、フェリドゥン・ザイモグル、アリナ・
ブロンスキなどが、近年、大きな成功を収
めたドイツ語作家に数えられる。イランや
ロシアやトルコなどの経験を反映した彼ら
の著作は大きな反響を呼んだ。彼らの文
学は、彼らのそれぞれ独自のテーマと移
住経験とを社会に投げかけている。

ドイツの造形美術もまた世界に開かれ、国
際的である。これはドイツの芸術大学の入

学者の統計を見るだけでも分かる。2013
年以来、外国人入学者の数がドイツ人入学
生の数を上回っているのである。

ベルリンは、およそ500のギャラリーを抱
え、さまざまな芸術的立場のための自由
な余地が豊富で、今日まさしく、若い同時
代美術の都であり、世界有数の現代美術
の制作地となっている。これは2年に1度
開かれるヴェネツィアビエンナーレを見て
も分かる。そこに出品する国際的芸術家
の多くはベルリン在住である。 

 金熊賞
ベルリン国際映画祭（ベルリナーレ）は、
ヴェネツィアとカンヌに並ぶ重要な映画
際である。金熊賞ひとつのほか、複数の
銀熊賞が授与される。

 ライプツィヒ書籍見本市賞
ライプツィヒ書籍見本市賞はドイツ語の
新刊書籍に授与される。

 ドイツ映画賞
ドイツ映画賞は賞金総額が300万ユー
ロ近くに達し、ドイツで最も高額の文化
賞である。

 ドイツ書籍賞
年間最高の長編小説に贈られる。

 ゲオルク・ビューヒナー賞
ゲオルク・ビューヒナー賞はドイツ語圏で
最も重要な文学賞である。

ドイツの主要な文化賞
マップ

ベルリン

ライプツィヒ

ダルムシュタット

フランクフルト・
アム・マイン

1

2

3

4

5
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報道と表現の自由は、ドイツでは高度に
保証され、憲法で保護されている。基本
法の第5条にはこう記されている。「何人
も、言葉、文書、及び図像を以て自らの見
解を表明し、頒布し、一般に入手可能な
資料から妨げられることなく情報を得る
権利を有する。（・・・）検閲は行わない」
。非政府組織「国境なき記者団」の「報
道の自由度ランキング」では、ドイツは
2017年、180カ国中16位であった。ドイ
ツには、見解の多様性があり、情報の多
元主義が存在する。報道は政府や政党
の手のうちにあるのではなく、私的経済
にしたがって運営されるメディア企業が
責任を負う。イギリスを手本として組織さ
れた公共放送（ARD、ZDF、ドイチュラン
トフンク）は、受信料を財源とする法人も
しくは公法機関であり、公私両面に基づ
くメディアシーンの二重原理の第2の柱で
ある。こうしたメディアシーンには、1949

年のドイツ連邦共和国設立以来、核心部
分に変化はない。受信料の月額は、2015
年からは17.50ユーロである。このほか
に、1980年代以降、多数の民間ラジオ局
や放送局が市場に登場した。最も重要な
テレビニュース番組にはARDの「ターゲ
スシャウ」と「ターゲステーメン」、ZDFの
「ホイテ」と「ホイテジャーナル」、それに
「RTLアクチュエル」がある。ベルリンは
世界の10大メディア都市のひとつに数え
られ、ベルリンだけでも900人の公認議
会特派員と60カ国からの440人の外国
特派員が活動している。

多声的なメディアシーンには、大多数は
各地域で頒布される約3 0 0の日刊
紙、20の週刊紙、1,600のパブリックマ
ガジンがある。ドイツは中国、インド、日
本、アメリカに次いで世界第5の新聞市
場である。発行日あたり1,610万の日刊

急速なメディアの変貌
テーマ

1984
ルートヴィヒスハーフェン・アム・
ラインで「ケーブル衛星放送局」
（PKS）が放送を開始。ドイツに
おける民間テレビ放送の誕生で
ある。

1950
6つの西独放送局がブレーメンで
「ドイツ公共放送連盟の設立」
に関する協定を結ぶ。

1945
ナチスによる支配が終わった
後、ドイツで最初に公刊された
のは出版許可を得た新聞だけ
であった。アメリカ占領地域で
は、1945年8月1日、最初の出
版許可が「フランクフルター・ル
ントシャウ」紙に与えられた。

マイルストーン
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ソーシャルメディアによって、メディアシステムもコミュニケーション方法も公共社会も根本的に変わった

2018
毎週フェイスブックを利用するド
イツ人はおよそ2 , 1 0 0 万
人。180万人がツイッターに登録
をしており、560万人がインスタ
グラムを利用している。ソーシャ
ルメディアのトップランナーは
WhatsAppで、週間利用者は優
に4,000万人を数える。

1995
ワールドワイドウェブの誕生か
ら6年、ドイツの日刊紙としては
初めて左派リベラルの「タッツ
（taz）」紙がオンライン化され
る。運用が始まるとたちまち、
「digitaz」のコミュニティは急
速に発展した。

1997
新たなオンラインアクセスを少
なくとも時折、利用していた14
歳以上のドイツ人は410万
人。2014年には5,560万人に
なる。これは14歳以上のドイツ
人の79.1％にあたる。
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ドイツ最大のニュースルーム：ベルリンのドイツ通信社（dpa）の中央編集室

紙と、500万の週刊紙・日曜紙が販売さ
れている（2016年）。主な新聞として
は、全国的な日刊紙「南ドイツ新聞」「
フランクフルター・アルゲマイネ新聞」「
ディ・ヴェルト」「ディ・ツァイト」「タッツ
（taz）」それに「ハンデルスブラット」
があり、これらは調査、分析、背景、それ
に幅広いコメントで傑出している。ニュ
ース雑誌「シュピーゲル」「シュピーゲル
オンライン」それに大衆紙「ビルト」は、

メディアの中でも最もよく引用されるも
のである。

同時に、この分野は根本的な構造変化
に見舞われている。日刊紙はこの15年
来、一貫して平均1.5%から2%、有料発行
部数を減らし続けている。若い読者層が
手にすることはますます少なくなり、発
行部数と広告収入の減少によって、展望
の開けない状況にある。100を超える新

デジタルな日常 
モバイルインターネットの利用と、
モバイル端末装置の使用は、ドイツ
において大幅に増加している。モバ
イルデータ利用の増加により、ネッ
トワークインフラの技術要件も増
大している。しかし各種の調査は、
インターネットユーザー数の伸び
が近年、鈍化傾向にあることも示し
ている。
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聞が、インターネットにおける無 料文化
への回答として、最近では有料コンテン
ツを設けている。出版業界では動きが活
発化してきている。一日当たり約80万部
近くがデジタル版として販売されており、
その契約者数は増え続けている。

メディア世界のデジタル化、インターネッ
ト、モバイル端末装置の劇的な増加、そ
れにソーシャルメディアの躍進によって、
メディアの 利 用 方 法 は 大 きく 変 わ っ
た。14歳以上のドイツ人のうち6,240万
人（89.8%）がオンラインを利用してい
る。インターネットユーザーは、1日あたり
平均で165分をインターネットに費やし
ている（全人口に換算すると149分）。2
人に1人以上がモバイルでインターネット
サーフィンをする。さらにあらゆるインタ
ーネットユーザーの優に半分がプライベ
ートコミュニティのメンバーである。デジ
タル革命は公共社会の概念を変えた。ソ
ーシャルメディアとブロゴスフィアは開か
れた対話社会の反映であり、そこでは誰
もが自分の見 解を主張しながら議論に
参加することができる。ネットにおける
インタラクティブな集まりの場が、同時

にデジタルなジャーナリズムを形成する
かどうかは、まだ今後の展開を見てみな
ければならない。フェイク・ニュースや情
報操作に対しては、多岐にわたる報道関
係者がマスコミとしての責任を果たすべ
く活動をしている。  

ドイチェ・ヴェレ
ドイチェ・ヴェレ（DW）は、ドイツの公
的国外放送であり、ARD（ドイツ公共
放送連盟）の会員である。DWは30の
言語によりテレビ（DW-TV）、ラジオ、
インターネット（dw.de）で放送してい
るほか、DWアカデミーでは興味があ
る 人 やメディア 向 け に G e r m a n 
New Serviceはニュースを4か国語
で無料配信している。
→ dw.com

グ ロー バ ル

多彩なアクセス：ドイツ人のインターネットアクセス方法
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ドイツの世界遺産
パノラマ

157 m
ケルン大聖堂の高さ

1 km2

エッセンのツェッヒェの 
ツォルフェアアインの面積

44 km2

ブナの森の面積
2,300,000

博物館島の訪問者数

 バウハウス
バウハウスの町デッ
サウとヴァイマル
は、20世紀初頭の
名高いデザイン学校
の象徴である

 ヴァルトブルク
宗教改革者マルテ
ィン・ルターは、こ
の城壁に守られて
新約聖書をドイツ
語に翻訳した

 ツェッヒェのツォル
フェアアイン
1986年に操業を停止
したエッセンの産業複
合施設。ヨーロッパに
おける重工業の発展を
代表する

ケルン大聖堂
ゴシック建築の
傑作。1248年か
ら1880年まで、
建設には幾多の
世代を要した

17 21

25 18
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2,000
クヴェードリンブルクの 

木骨造り建築の数

550 km
リーメス（辺境防壁） 

の長さ

10,000 
ワッデン海（干潟）の 

動植物種の数

1,073
世界中のユネスコ 

世界遺産の数

 リーメス（辺境防壁）
復元されたザールブル
ク砦。ヘッセン州にある
古代ローマ帝国の国境
防壁の一画を占める

 ブナの森
ドイツの5つのブナ
森林地帯がユネスコ
世界遺産に選ばれて
いる

1 アーヘン大聖堂
2 シュパイヤー大聖堂
3  ヴュルツブルク司教館、その庭園群と広場
4 ヴィースの巡礼教会
5  ブリュールのアウグストゥスブルク城

と別邸ファルケンルスト
6  ヒルデスハイムの聖マリア大聖堂と

聖ミカエル教会
7  トリーアのローマ遺跡群、聖ペテロ

大聖堂及び聖母マリア教会
8 ハンザ同盟都市リューベック
9 ポツダムとベルリンの宮殿群と公園群
10  ロルシュの王立修道院とアルテンミ

ュンスター
11  ランメルスベルク鉱山と古都ゴスラー

とオーバーハルツ水利管理システム
12 バンベルクの町
13 マウルブロンの修道院群
14  クヴェートリンブルクの聖堂参事会

教会、城と旧市街
15 フェルクリンゲン製鉄所
16 メッセル・ピットの化石地域
17 ケルン大聖堂
18  ヴァイマールとデッサウのバウハウ

スとその関連遺産群
19  アイスレーベンとヴィッテンベルクに

あるルターの記念建造物群
20 古典主義の都ヴァイマール
21 ヴァルトブルク城
22 ベルリンの博物館島
23 デッサウ・ヴェルリッツの庭園王国
24 僧院の島ライヒェナウ
25  エッセンのツォルフェライン炭坑業

遺産群
26  シュトラールズント及びヴィスマルの

歴史地区
27 ライン渓谷中流上部
28  ブレーメンのマルクト広場の市庁舎

とローラント像
29  ムスカウアー公園／ムジャコフスキ公園
30  ローマ帝国の国境線：オーバーゲル

マン＝ラエティア・リーメス
31  レーゲンスブルクの旧市街とシュタッ

トアムホーフ
32 ベルリンの近代集合住宅群
33 ワッデン海
34 ドイツの古代ブナ林
35 アルフェルトのファグス工場
36  アルプス山系の先史時代杭上住居跡群
37 バイロイト辺境伯のオペラハウス
38 ヴィルヘルムスヘーエ城公園
39  コルヴァイのカロリング朝ヴェストヴ

ェルクとキウィタス
40  ハンブルクの倉庫街とチリハウスを

含む商館地区
41  ル・コルビュジエの建築作品（シュトゥ

ットガルトにあるヴァイセンホフ・ジ
ードルング）

42  シュヴァーベンジュラ山脈の洞窟と
洞窟壁画

43  国境周辺の考古学的遺跡群　ハイタ
ブとダネヴェルク

44  ナウムブルグ大聖堂

文化遺産
自然遺産

バイエルン州

ヘッセン州 テューリン
ゲン州

ザクセン州

ブランデンブルク州

ベルリン州

ハンブルク州

ブレーメン州

ノルトライ
ン＝ヴェス
トファーレ
ン州

ニーダーザクセン州
ザクセン
＝アンハ
ルト州

メクレンブルク＝フ
ォアポンメルン州

ラインラント＝
プファルツ州

シュレースヴ
ィヒ＝ホルシ
ュタイン州

バーデン＝ヴ
ュルテンベル
ク州

ザールラント州

30

34
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ドイツ語はおよそ15あるゲルマン語のひ
とつであり、インド・ゲルマン語族に属す
る。ドイツ、オーストリア、スイス、ルクセ
ンブルク、ベルギー、リヒテンシュタイン、
それに南チロル地方（イタリア）に住む1
億3,000万人近くがドイツ語を母語とし
て話すか、または第2言語として定期的
に使用している。したがってドイツ語は
欧州連合で母語として最も頻繁に話され
ている言語であり、最もよく話される10
言語のひとつである。2015年に公表さ
れた研究「世界における外国語としての
ドイツ語」によれば、現在、1,540万人が
ドイツ語を外国語として学んでいる。世
界中で実際にどれほどの人が外国語とし
てのドイツ語を話しているかは、おおま
かに見積もることしかできないが、約1
億人と考えられる。

しかしドイツ語には話者の数以上の重要
性がある。そのひとつの根拠は、経済力の
強さにある。これがドイツ語にも大きな
魅力を与えている。国内外のドイツ語教
育施設を支援し、奨学金を提供し、ある
いは世界的に流動する学生に学習機会を
提供する積極的な言語普及政策の基礎
には、こうした経済力の強さがある。これ
を示しているのが、特に新興国である中
国、インド、ブラジルにおけるドイツ語へ
の関心の大幅な高まりであり、またアジ
ア圏全般におけるその増大である。アジ
ア圏においては、2010年以降、ドイツ語
の需要が4倍になっているところもある。

ドイツ語学習者にとって重要な施設
は、140の在外ドイツ学校と、ドイツ外務
省のパートナー校運動「学校：未来のパー
トナー」（PASCH）に参加してドイツ語の
授業に力を入れている2,000を超える学
校である。ゲーテ・インスティトゥート
は、90カ国以上で外国語としてのドイツ語
の教育とドイツ語検定試験を展開してお
り、そのドイツ語コースには2016年、およ
そ278,000人が参加している。大学では、
およそ130万人がドイツ語を学んでいる。

これに対し国際的な学術語としてのドイツ
語の重要性は低下している。自然科学に
おいては、ドイツ語論文の世界的な公刊
割合は、文献データベースによってパーセ
ント単位で明らかにされる。人文科学や
社会科学においては、ドイツ語は学術語と

魅力的な言語
テーマ

16
ドイツの大規模な方言団体の数。これ
には例えばバイエルン方言、アレマン
方言、ヴェストファーレン方言、ブラン
デンブルク方言、北西ドイツ方言など
がある。話し言葉の地域差はかなり大
きい。しかし全体として、方言は重要性
を失っている。

数 字
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して伝統的に比較的大きな重要性を有し
ている。しかし、ドイツ語話者以外の学者
がドイツ語で論文を書くのは例外的であ
る。他方、ドイツ語を話す研究者は、特に
自然科学の分野で、頻繁に英語で論文を
書いている。これに対して、インターネット
では、ドイツ語は重要な役割を果たして
いる。ネットでよく使用されている言語の
うち、ウェブサイト上の割合ではドイツ語

は、英語に大きく差をつけられてはいる
ものの、ロシア語に対してはほんのわずか
の差で3位につけている。

グローバル化は、あらゆる国際的言語に
影響を及ぼしている。これにより国際語と
しての英語は明らかに強化されている。し
かしドイツ語は依然として重要な国際的
言語なのである。 

ドイツ語は欧州連合で母語として最も頻繁に話されている言語である
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自然への愛と都市への熱狂、健康的な食
事とグルメレストラン、伝統意識と世界に
開 か れ た 国 際 性 ― ― ド イ ツ は 広 さ
357,000平方キロメートル。フランス、ス
ペイン、スウェーデンに次いで欧州連合
（EU）で4番目に大きな国である。北海
とバルト海から南のアルプスまで、ドイツ
は、北ドイツ低地、中部山岳地帯、南西ド
イツ中級山岳地帯の傾斜台地、南ドイツ
のアルプス前縁地、バイエルン・アルプス
など、地理的な変化に富んでいる。南北
の最長距離は876キロメートル、東西は
640キロメートルに及ぶ。

ドイツは世界でも生活水準のきわめて高
い国である。2016年の国連の人間開発

指数（HDI）では、ドイツは188カ国中4
位であった。人口は8,260万人で、欧州連
合の中では最も人口が多い国であり、ま
た人口密度の最も高い国のひとつであ
る。人口のおよそ77％が高度および中程
度の人口密集地で暮らしている。住民の
およそ3 0％は 、ドイツに 8 0 あ る人 口
100,000人超の大都市に暮らす。1平方
キロメートルあたりの人口はミュンヘンで
4,713人、ベルリンでは4,012人である。
専門家は、成長と革新をもたらすたゆま
ぬ発展が都市の勃興の背景にあると考え
ており、2030年には大都市人口が大幅
に増加していると予測している。これは
住宅市場や都市交通、インフラストラク
チャーに大きな影 響 を及ぼすことにな

多様性の国 ∙ 都会生活 ∙ 持続可能な観光 ∙ スポーツの挑戦 ∙ ベルリンの観光名所 ∙ 
 ゆったりとした味わい

人々の暮らし

展望

多様性の国
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ドイツ第4の島、ズュルト島には、北海沿岸に数キロメートルにわたる砂浜がある

生きがいのあるドイツ：本テーマに関
するビデオ → tued.net/ja/vid8

  ビ デ オ        A R ア プ リ
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欧州中央銀行（EZB）が本店を置くフランクフルト・アム・マインには、ドイツの都市では唯一、高層ビル群がある

る。都市への移住に積極的な姿勢を見せ
ているのは、特に18歳から24歳の年齢
層である。ドイツでは都市化が大きなト
レンドとなっている。観光客にとっても、
都市には大きな魅力がある。特にベルリ
ンは特別な魅力で人々を引きつけ、訪問
者数の記録を塗り替え続けている。欧州
で比較すると、人口370万人のベルリン
の宿泊客数は、ロンドンとパリに次いで
第3位である。

しかし、都 市生 活 へのあこがれと同 時
に、これとは相反する地域性への欲求も
見られる。これは特に食料品に関してあ
てはまる。有機食品の生産は、ドイツの
農 業において確 固たる位置を占めてお
り、有機製品は年間約100億ユーロの売
上を誇る。有機農場の数は29,174。これ
は農家の10%弱にあたり、耕作地は農業
面積の7.1％を占める。有機製品は、消費
者保護を強化して幅広い表示義 務を課
した認証制度によって保護されており、
およそ75,000の製品が「国認定有機ラ

ベル」を付けている。2016年、ドイツで
ベ ジ タリア ンを自 認 す る の は 8 0 0 万
人。130万人は厳格な菜食主義者と公言
する。しかしだからといって楽しみが 少
ないわけではない。ドイツには、2018年
のミシュラン・ガイドで1つ星以上が付い
ているレストランは300あり、その数は
過去最高である。 

Destatis
公的統計に基づくデータ、事実、調査。
ヴィースバーデンの連邦統計庁の作
成による
→ destatis.de

OECD
経済協力開発機構（OECD）の「より良
い暮らし指標」に基づく38カ国の物質
的な生活条件と生活の質の比較
→ oecdbetterlifeindex.org

ネット
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ドイツ観光局
6 0 年 以 上 に わ たって 、ドイツ 観 光 局

（DZT）は連邦政府の委託を受けて「観光
の国ドイツ」を外国に宣伝している。DZT
のかかげる2018年の年間テーマは「ドイ
ツのグルメ ― おもてなしと食文化」であ
り、2019年のテーマは「バウハウス100
周年記念」である。
→ germany.travel

ドイツ・オリンピックスポーツ連盟  
ドイツ・オリンピックスポーツ連盟（DOSB）
はドイツ・スポーツの統括組織である。およ
そ91,000のスポーツクラブの2,700万人
以上がDOSBの会員になっている。
→ dosb.de

ドイツ・サッカー連盟 
700万人以上の会員を抱えるドイツ・サッ
カー連盟（DFB）は、世界最大の国内スポー
ツ専門組織であり、男子と女子の両方で世
界チャンピオンになった唯一のサッカー連
盟である。
→ dfb.de

国際スポーツ振興事業
1961年から、外務省の国際スポーツ振興
事業は対外文化・教育政策の一環をなして
いる。100ヵ国以上で、これまでに1,400の
プロジェクトが実施された。特に女性・障
害者・青少年スポーツの振興を図り、社会
的統合に貢献している。
→ dosb.de/sportentwicklung/internationales

ドイツ・ワイン振興会
ドイツ・ワイン振興会（DWI）はドイツ・ワイ
ン業界の広報・マーケティング組織である。
ドイツ・ワインの品質の向上と売上の促進
が主な使命である。
→ deutscheweine.de

ドイツで良く生きる
連邦政府は2015年、ドイツの人々と、生活
の質を人々がどう理解しているかをめぐる
対話を実施した。その中で継続的に更新さ
れ生活の質を見える化するための46項目
の指標が抽出された。連邦全域で催される
イベントで、またオンラインで、連邦政府は
市民と直接、意見を交わし、ドイツの人々が
大切にしていることに将来、いっそう具体
的に寄り添うことを目指している。
→ gut-leben-in-deutschland.de

関連機関

本章のあらゆるテーマに関して、コメン
ト付きのリンク一覧、寄稿記事、文書な
ど、さらに多くのインフォメーションを提
供します。またドイツ料理、ドイツ産ワイ
ン、バウハウス建築、ドイツのウェルネス

休暇など、さまざまなキーワードに関するさらに詳しいイン
フォメーションもあります。 →tued.net/ja/dig8

コン パクト

デジタル・プラス
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いい職があり、環境は清潔、犯罪は少な
く、レジャーや文化行事は豊富で、交通の
便がよい――こうした点に関しては、ドイ
ツの都市は十分定評がある。世界の主要
231都市の暮らしやすさを評価したアメリ
カのコンサルタント会社、マーサーの調査
（2018年発表）によれば、トップ30に入
るドイツの都市は7つ。そのうちミュンヘン
（3位）、デュッセルドルフ（6位）、フラン
クフルト・アム・マイン（7位）はベスト10に
入り、ベルリン（13位）、ハンブルク（19
位）、ニュルンベルク（23位）、シュトゥット
ガルト（28）も上位を占めている。ドイツに
は大都市（人口100,000人以上）が80、中
規模の都市（人口20,000～99,999人）が
614ある。75.5％の人はすでに都市で暮ら
している。

都市の 住 居に関する調 査によれば、新
規賃貸住宅の家賃や不動産価格は高騰

している。ドイツは、持ち家比率ではヨ
ーロッパの中で下から2番目である。持ち
家に住む世帯は45％で、過半 数は家賃
を払っている。14％近い人々は、住居費を
「大きな財政的負担」と感じており、平
均して月収の27％が 住 居関連の支出に
あてられている。そのため、連邦政 府は
家 賃 を抑 制する措 置を導入した 。これ
は、住 居市場の切迫した地 域で社会 的
多様性を確保しようとするものである。
この措置は、借家人が入れ替わる際、家
賃が同種の住 居よりも10パーセント以
上高くならないよう規定している（ただし
例外もある）。2018年に政府は「住居攻
勢」という政策のもと150万戸の集合住
宅やマイホームの建設を目標に掲げ、20
億ユーロを低所得向け住 居の為に準 備
した。それに加えマイホームを購入する
家族に対しては「建築子供手当て」とい
う助成金を国から出す。 

ドイツの家計の消費支出

35 %
住居、エネルギー、
住居維持

14 %
交通

14 %
食料、飲料、煙草

10 %
余暇、娯楽、文化

4 %
衣服、 
靴

23 %
その他

都会生活
テーマ

ドイツ人の住まい
ドイツ人の半分以上は、持ち家ではなく、賃貸
住宅に住んでいる。住宅建築全体のうち66％
は一戸建てであり、7世帯以上が入る集合住
宅は6％にすぎない。住居の35％は100 m2

以上の面積があり、40 m2未満の住居は5.5
％だけである。
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都会暮らしを望む者は多く、それ故にまた都会の家賃も高くなる

部屋数で見たドイツの住居 

40.3 %
5 部屋以上

3.3 %
ワンルーム

9.2 %
2 部屋

21.7 %
3 部屋

25.4 %
4 部屋

都市人口の割合

ドイツ

アメリカ

カナダ

イギリス

オーストラリア

75.5 %

81.8 %

82.8 %

82.0 %

89.6 %

出
典

: W
el

tb
an

k,
 S

ta
tis

t. 
Ä

m
te

r d
es

 B
u

n
d

es
 u

n
d

 d
er

 L
än

d
er

 

JAP_154-171_LEBENSART_2018_Druck.indd   159 2018/6/28   下午5:08



都会暮らしを望む者は多く、それ故にまた都会の家賃も高くなる

部屋数で見たドイツの住居 

40.3 %
5 部屋以上

3.3 %
ワンルーム

9.2 %
2 部屋

21.7 %
3 部屋

25.4 %
4 部屋

都市人口の割合

ドイツ

アメリカ

カナダ

イギリス

オーストラリア

75.5 %

81.8 %

82.8 %

82.0 %

89.6 %

出
典

: W
el

tb
an

k,
 S

ta
tis

t. 
Ä

m
te

r d
es

 B
u

n
d

es
 u

n
d

 d
er

 L
än

d
er

 

JAP_154-171_LEBENSART_2018_Druck.indd   159 2018/6/28   下午5:08



人々の暮らし160 | 161

ドイツ人は旅行好きである。それも国外旅
行だけではなく、むしろ国内旅行を好む。
アルプスも、海も、湖も、自然公園も、渓
谷も、もう古くから旅行の目的地であっ
た。これは多彩な景観や、ふだんとは違
う観光やスポーツや保養を求める思いの
あらわれである。そして、こうした思いを、
ますます増え続ける外国からの訪問者や
観光客と分かち合うようになってすでに
久しい。ドイツは古くから観光地として高
い人気を誇っている。

2017年の宿泊者数は4億5,900万人に
増加した。そのうち8,390万人（18.2％
）は外国からの宿泊客であり、これは過
去最高の記録である。観 光 業 界の専門
家は2030年までにその数が1億2,150
万人に上ると推 定。1990年のドイツ再
統 一が訪独 観 光によい影響を与えて以
来、外 国からの 宿 泊 客 数は一貫して増
え続け、当時に比べおよそ88％増えて
いる。外国人客の75％はヨーロッパから
来ており、特にオランダ、スイス、イギリ
ス、イタリアが 多い。アメリカからの来
独客は7.5%を占める。

同 時に 、アジ アとアフリカからの 訪 問
者数も増えている。割合としては2015
年から2016の間でそれぞれ 約8%増え
ている。ヨーロッパの中では、ドイツは
2010年以 降 、ヨーロッパで2番目に人
気の旅行地となっている。1番人気はス
ペイン、3番 手はフランスである。季 節
別に見 れば 、主な 旅 行 シーズ ンとして
は6月から10月にかけてがピークであ
る。地 域 別に見れば、バイエルン、ベル
リン、それにバーデン＝ヴュルテンベル
クが 多い。ドイツ旅 行に魅 力を感じて
いるのは 特に15歳～34歳の 若 者であ
り、彼らは 観 光の 発 展に大いに貢 献し
ている。

持続可能な観光
テーマ

∙  最大の空港： 
フランクフルト・アム・マイン

∙ 最大の鉄道駅：ライプツィヒ 

∙ 最大の港：ハンブルク

∙ 最大の見本市会場：ハノーファー

∙ 最大の保養地：ヴィースバーデン

∙  最大の国民行事：オクトーバーフェスト

∙  最大のテーマパーク： 
ヨーロッパ・パーク（ルスト）

リスト
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魅力的なアルプスの風景：バイエルンを訪れる多くの外国人観光客は牧歌的な風景を堪能する

見本市や会議の定評ある開催地

2017年、ドイツは13年連続でヨーロッパ
最大の会議・会合の開催地になった。会
議開催地としての国際ランキングでは、ド
イツはアメリカ合衆国に次いで第2位であ
る。ドイツはまた、最大の見本市開催地で
あり、ドイツの見本市には2016年に、外
国からの出展社数は約113,000にのぼ

り、約320万人の来場者があった。「魔法
の町」ベルリン、ドレスデン、デュッセルド
ルフ、フランクフルト・アム・マイン、ハンブ
ルク、ハノーファー、ライプツィヒ、ケルン、
ミュンヘン、ニュルンベルク、それにシュト
ゥットガルトは、外国人客にはとりわけ魅
力がある。特に首都ベルリンは、2016
年、宿泊者は3,100万人以上、そのほかに
も1,270万人が訪れている。宿泊者の絶
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対数としては、ベルリンはヨーロッパでロ
ンドンとパリに次いで第3位である。

ドイツ観光局（DZT）が外国訪問者を対
象として行った調査によれば、ノイシュヴ
ァンシュタイン城やケルン大聖堂のような
伝統的な観光名所も観光客を引きつけて
いる。たくさんのユネスコ世界遺産も人
気である。これには例えばポツダムのサン
スーシ宮殿や、ドイツ古典主義の町ヴァイ
マルが挙げられる。気のおけないイベン
ト、たとえば世界最大の祭り、ミュンヘン
のオクトーバーフェストにも、およそ620
万人が訪れている。サッカースタジアムの
中にも、観光客を呼び寄せているものが
ある。それは、スイスの建築家ヘルツォー
ク＆ド・ムーロンの傑作、FCバイエルン・
ミュンヘンの本拠地であるアリアンツ・ア
レーナである。

そもそも歩き回るということだけでも、文
化同様、人々を大いに魅了する力がある。
およそ200,000キロメートルにわたって、
ルート表示を備えたハイキングルート網
が整備されている。これだけでもすばら
しいハイキング環境であり、国立公園や、
アルプスのパノラマを臨むツアーでは、輝
かしい見晴らしが得られる。このほかに
も、よく整備されたサイクリングロードが
200以上あり、全長およそ70,000キロメ
ートルに及ぶ。欧州「鉄のカーテン」自転
車道（1,131キロメートル）や、全長818キ
ロメートルのドイツ・リーメス自転車道な
どである。安く宿泊したい人には、例えば
500のユースホステル（うち130は家族向
けユースホステル）や、2,919のキャンピン
グ場が、十分な機会を提供してくれる。

心地よい休暇、環境に優しい旅

ウェルネスはドイツ旅行の大きなテーマで
ある。これにはエムス温泉の川辺のサウ
ナなどの珍しいものもあれば、多数の保
養地や温泉地の心地よい景色もある。例
えばグリュンダーツァイト時代の建築のあ
るバート・ヴェーリスホーフェンやバート・
エーンハウゼンが挙げられる。ドイツには
ドイツ湯治場連盟の認定証をかかげる湯
治場や保養地が合わせて253ある。医療
やリハビリの質の高さも、多数の訪問者が
ドイツを訪れる理由のひとつである。

その際、旅行者が、自分の心地よさを追
い求めるだけでなく、環境に配慮すること
が多くなっている。ドイツではエコツーリ
ズムと持続可能な旅の需要が増えてい
る。休暇用の部屋を提供する有機農場も
あれば、持続可能な開発と種の多様性に

ドイツでは、偏西風のもと、温暖な多
雨気候が優勢である。大きな温度変
化はまれであり、一年を通して降水が
ある。冬の寒さはおだやかで（2°C～ 
–6°C）、夏も熱過ぎない（18°C～ 
20°C）のが通例である。2014年の年
間平均気温は10.3°Cに達し、史上最
高を記録した。国際標準期間1961年
～1990年の長期的平均値8.2°Cと
比べると、2.1度高い。2014年はそれ
まで最高だった2000年と2007年よ
りも0.4度高かった。
→ dwd.de

インフォ
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重点を置いた104の自然公園や17の生物
圏保護区もある。ドイツ国内を旅する際
に誰もが不自由なく動けることを目指し
て、ハンディキャップのある人でもバリア
フリーで旅行できるよう、さまざまな活動
が行われている。

東部新連邦州の魅力的な観光地

5つの新連邦州も、観光では大きな役割を
果たしている。ドイツ東部の多くの地域に
とって、再統一後、観光は経済的に自立す
るためのチャンスであった。シュプレーヴァ

ルトなどの景観、ドレスデンやヴァイマルな
どの伝統的文化都市、リューゲン島のビン
ツなどのバルト海の海水浴場は、ドイツ内
外から多くの観光客を呼び寄せている。新
連邦州における宿泊者の数は、1993年か
ら今日にいたるまで、2倍以上に増えた。5
日以上の休暇旅行は、2017年北東部のメ
クレンブルク＝フォアポンメルン州が5.1%
のシェアを占め、以前からのバイエルン州
の4.9%を僅かながら抜いた。旅行地とし
てのドイツは、何度訪れてみてもその都度
あらたな発見と、体験と、喜びと、驚きを与
えてくれる。 

ベルリン

ハンブルク

ハノーファー

ドレスデン
ライプツィヒ

ニュルンベルク

シュトゥットガルト

フランクフルト・アム・マイン

ミュンヘン

ノイシュヴァンシュタイン城

ヨーロッパ・パーク

ケルン

デュッセルドルフ

   人気の旅行先 
ドイツの外国人旅行者の宿泊地として
は、11の「魔法の町」が市場全体の約43
％を占める。ベルリンが群を抜き、これに
ミュンヘン、フランクフルト・アム・マイン、
ハンブルクなどが続く。外国からの訪問
者の56％は、人口100,000人以上の都
市に宿泊する。

  主な空港
ドイツの3大空港は、フランクフルト空港

（旅客数6,450万人）、ミュンヘン空港
（4,460万人）、デュッセルドルフ空港
（2,450万人）である（2017年）。

  人気の観光名所
ドイツ観光局のアンケートによれば、外国
人観光客が最もよく訪れる観光地ベスト3

（2017年）は、ハンブルグのミニチュア
ワンダーランド、ルストのヨーロッパ・パー
ク、ノイシュヴァンシュタイン城であった。

ドイツの旅
マップ

ミニチュアワンダーランド
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ドイツはスポーツの盛んな国であり、スポ
ーツの分野で数多くの成果をあげてき
た。オリンピック大会の歴代メダル獲得
数でも、ドイツはメダル総数1,757
（2018年現在）でアメリカ合衆国とロシ
ア連邦に次いで第3位である。ドイツでは
およそ2,800万人がおよそ91,000あるス
ポーツクラブの会員になっている。スポー
ツクラブはスポーツに関わるばかりでな
く、重要な社会的機能や社会参加の機能
を持っている。特に若年労働や社会的統
合との関わりで、スポーツクラブはフェア
プレイ、チーム精神、寛容といった理念を
伝える役割を果たしている。住民の国際
化が進む中で、スポーツクラブの活動は、
移民の社会統合という観点からますます
重要性を増している。移住を背景とするメ
ンバーがチームに所属するクラブはおよ
そ60,700。全体として、約170万人の移
住を背景とするメンバーがスポーツクラブ
に所属している。それでも、移住を背景と

する人々のグループが組織スポーツで果
たす役割は、まだ少な過ぎる。

ドイツ・オリンピックスポーツ連盟
（DOSB）のプログラム「スポーツを通した
社会統合」では、移民の流入を、ドイツのス
ポーツシーンを豊かにするものと考えてい
る。このプログラムの活動では、これまで
スポーツではあまり表立っていなかったグ
ループ、例えば少女や成年女性に重点を置
いている。ブンデスリーガ財団ならびにド
イツ・サッカー連盟（DFB）と共同して、連
邦政府も社会統合運動をスタートした。
支援するのは、スポーツにおける難民の統
合を目指すプロジェクトである。ドイツ・サ
ーカー代表チームがサポートするプロジェ
クト「歓迎のための1対0」及びその拡充プ
ロジェクトにあたる「歓迎のための2:0」に
より2015年以降、難民の為にボランティ
ア活動を行っているおよそ3,400のクラブ
が財政的な支援を受けた。

スポーツの挑戦
テーマ

1988
シュテフィ・グラフが史上初のい
わゆるゴールデンスラムを達
成。これは4つのグランドスラム
大会とオリンピック金メダルを
同一年内に制覇するもの。

1972
夏季オリンピック大会がミュン
ヘンで開催。しかしパレスチナ
のテロリストによるイスラエル
選手の人質殺害事件が陰を落
とした。

1954
サッカーワールドカップのスイス
大会で、ドイツは決勝でハンガリ
ーを3対2で破り、初の世界チャ
ンピオンとなる。この「ベルンの
奇跡」は戦後ドイツのゆるぎな
いシンボルとなった。

マイルストーン
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2018年の平昌冬季パラリンピックではアナ・シャッフェルフーバーがチェアスキーで金メダルを2個獲得

2018
フィギュアスケートのアリオナ・
サフチェンコ選手とブリュノ・マッ
ソ選手がドイツ代表のペアとし
てオリンピックで金メダル獲得、
そして世界選手権で優勝を果た
す。いずれもその種目での世界
新記録を更新。

2006
「A time to make friends」
をモットーにかかげたFIFAサッ
カーワールドカップは、世界の共
感をドイツに集める忘れがたい

「夏物語」となった。

2014
ドイツ・サッカー代表チームは、
ブラジル大会で快進撃を続け、
決勝でアルゼンチンを1対0で破
ってまたしても世界チャンピオン
となる。1954年以来、4度目の
ワールドカップタイトルである。
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DOSBは、ドイツ・スポーツの統括組織であ
り、ドイツ最大の市民運動を自認して、トッ
プスポーツばかりでなく、普及スポーツも
支援している。参加する91,000のスポーツ
クラブのうち20,000以上は、ドイツが再統
一された1990年以後に結成されたもので
ある。DOSBには、98の会員組織のひとつ
として、1900年に創設されたドイツ・サッカ
ー連盟も所属している。25,000のサッカー
クラブの700万人の会員を擁して、DFBは現
在、過去最大の勢力を誇っており、世界最
大の国内スポーツ専門組織となっている。

女子サッカーは、最も急速に発展している
スポーツ種目のひとつである。女子サッカ
ーのドイツ代表チームは、何度も世界チャ
ンピオンやヨーロッパ・チャンピオンにな
っている。DFB女子チームの監督に
は、2016年、シュテフィ・ジョーンズが就
任。彼女の成功に刺激を受けて、今日では
およそ337,300人の16歳以下の少女たち
がサッカークラブで活動している。クライ
ミング、近代五種競技、ボクシングに並

び、トライアスロンの競技人口が最も増え
ている種目です。2001年から2015年にか
けて団体やクラブの会員数は倍以上にな
り、2017年は男女合わせて8５,000人弱
がトライアスロンに参加していました。

ドイツのスポーツで最も輝きを放っている
のは、ドイツ・サッカーの最高峰、ブンデス
リーガである。ブンデスリーガは、国際的
にも最強のリーグのひとつとされる。ブン
デスリーガの18のチーム同士による306試
合だけでも、2016/2017年シーズンには
1,270万人の観客がスタジアムを訪れた。1
試合の平均観客数は41,500人ということ
になる。ドイツのクラブサッカーのすべて
の基準は、FCバイエルン・ミュンヘンであ
る。2017年4月、クラブは27回目のドイ
ツ・チャンピオンの座を祝った。FCバイエ
ルン・ミュンヘンはDFBポカールでも18回
の優勝を果たし、2001年と2013年には
UEFAチャンピオンズリーグも制している。
会員数は290,000人で会員数の最も多い
クラブである。

ランナーは63,000人以上：フランクフルトのJ.P.モルガン・コーポレート・チャレンジは世界最大のジョギング大会である
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男子サッカーのドイツ代表チームは、世界
チャンピオンに4回、ヨーロッパ・チャンピ
オンに3回なっており、ドイツ・サッカーの
フラッグシップである。2014年にブラジ
ルで開催されたFIFAサッカーワールドカッ
プで優勝して以来、ドイツはFIFA世界ラ
ンキングで1位を占める。ヨアヒム・レー
ヴ監督率いるチームは、柔軟な戦術を展
開することで知られ、現代サッカーを象
徴するチームである。チームの主力には、
移住を背景とする選手も多い。ジェロー
ム・ボアテング、サーミ・ヘディーラ、メス
ト・エジルらがそうである。

さまざまな種目でのスポーツの功績

サッカー以外でも、体操、テニス、射撃、
陸上、ハンドボール、乗馬などの種目に
人気がある。しかし他のスポーツ種目も
盛 んである。例えばフランクフルト・ア
ム・マインのJ.P.モルガン・コーポレート・
チャレンジがある。これはさまざまな企
業が参加するチャリティジョギング大会
で、2,419以上の企業から70,000人以
上が 参加する世界最 大のジョギング大
会である。

スポーツは、さまざまな面で大きな成果
を挙げているが、これに重要な役割を果
たしているのがスポーツ助 成 財 団であ
る。助成を受けているスポーツ選手はお
よそ4,000人。ほとんどすべてのオリンピ
ック種目のほか、オリンピック以外の伝
統のある種目や、障害者スポーツ、難聴
者スポーツの選手である。ハンディキャッ
プのある選手への助成も重要な課 題で
ある。この分野でも、ドイツのスポーツ選
手は国際競技大会やパラリンピック大会

で近年、1,871のメダルを獲得し（2018
年）、並外れた成績を収めている。

外務省の国際スポーツ振興事業が手掛け
る国際スポーツ振興事業は対外文化・教
育政策の確固たる構成要素であり、これま
ですでに100を超える国々で、さまざまな
スポーツ種目にわたって、1,400の短期・
長期プロジェクトが実施された。一例だけ
挙げると、ウルグアイに於ける女子サッカ
ーの助成の為の長期プロジェクトである。
そこでは少女や女性がスポーツ、特にサッ
カーへの参画ができるように女性指導者
の養成を行っている。こうした事例、ある
いはまた他のさまざまな道を通じて、ドイ
ツ・スポーツは、危機回避と民族理解の手
段としても、公正、寛容、統合、それに平和
的な競争と達成を伝える使者としても、最
高の成果をあげようと努めている。 

アンチドーピング運動
1999年、世界アンチドーピング機構

（WADA）が設立され、あらゆる関係
者はドーピングに対する非寛容方針
を表明した。これにともない全世界で
通用する統一的な規則の必要が生じ
た。その為、2003年、世界アンチドー
ピング規程（WADC）が初めて発効
し、2015年に更新された。2021年1
月1日には新規定が発効す
る予定。
→ wada-ama.org

グ ロー バ ル
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3,712,000
人口

12,970,000 
観光客

2,300,000 
博物館島の訪問者 

175
博物館やコレクション

ベルリンの行政区
A. ミッテ
B.  フリードリッヒスハイン＝ 

クロイツベルク
C. パンコウ
D.  シャルロッテンブルク＝ 

ヴィルマースドルフ
E. シュパンダウ
F.  シュテーグリッツ＝ 

ツェーレンドルフ
G.  テンペルホーフ＝ 

シェーネベルク
H. ノイケルン
I. トレープトウ＝ケーペニック
J.  マールツァーン＝ 

ヘラースドルフ
K. リヒテンベルク
L. ライニケンドルフ

記念教会
クアフュルステンダムに近いベ
ルリン西部のシンボル。戦争の
記念碑である

国会議事堂（旧帝国議会議
事堂）
ドイツ連邦議会が開催され
る。ガラスドームが訪問者を引
きつけている

戦勝記念塔
285段の階段を上ると展
望台に出る。町全体を見
晴らすすばらしい眺めが
得られる

ベルリンの観光名所
パノラマ

ミッテ

フリードリッヒスハイ
ン＝クロイツベルク
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496,471 
ベルリナーレ（ベルリン国際映

画祭）の訪問者

4,660 
レストラン

402
バーとディスコ

ジャンダルメンマルクト
ヨーロッパで最も美しい広
場のひとつ。擬古典主義様
式の3つの歴史的建造物を
誇る

チェックポイント・チャーリー
壁はなくなったが、かつての軍
のチェックポイントが冷戦の記
憶を残す
  

アレクサンダー広場
のテレビ塔
はるかに見晴るかす「
アレックス」のベルリ
ン・テレビ塔。球状の
展望台からは地域一
体が見渡せる

博物館島
5つの大博物館がヨーロッパ有
数の収蔵品を有する

イーストサイドギャラリー
かつての壁の名残に巧みに絵が描
かれ、今日では世界最長のオープ
ンエアギャラリーになっている 

ブランデンブルク門
統一ドイツのシンボル。ベルリ
ンを訪れる観光客なら知らない
人はいない

ポツダム広場
ベルリンがモダンな顔
を見せる場所。壁崩壊
後の巨大な空き地に
できた広場である

4,500,000 
動物園の訪問者
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今世紀の初めから、ドイツ・ワインは国際
的なルネサンスを体験している。これは「
リースリングの奇跡」と呼ばれ、特に収穫
量よりも品質の高さを目指す若い世代の
葡萄栽培家によってなし遂げられた。生
育期間が長く、夏の熱さが比較的弱いこ
とが、ドイツ産ワインに繊細な味わいを与
え、アルコール度を抑えている。

ドイツ・ワインは13の栽培地で育てられ
る。面積はおよそ102,000ヘクタールで、
地域ごとに特徴のあるきわめて多様な葡
萄が栽培されてい。国際的に比較すると、
ドイツは、栽培面積や、およそ80,000と
いう葡萄園の数では、むしろ中規模のワ
イン生産国である。2017年、生産量は

810万ヘクトリットルであった。有機ワイ
ンの市場占有率は4～5％である。ドイツ
のワイン栽培地は、世界最北端に位置す
る。ザクセンとザーレ＝ウンシュトルート
を除くと、ドイツの南西部や南部に多
い。3大栽培地は、ラインヘッセン、プファ
ルツ、それにバーデンである。140近い種
類の葡萄が栽培されているが、市場で重
要なのはそのうちおよそ2ダース、特にリー
スリングやミュラー＝トゥルガウなどの白
ワインである。ドイツで生産されるのは、
およそ64％が白ワイン、36％が赤ワイン
である。赤ワインでは、シュペートブルグ
ンダーやドルンフェルダーが葡萄の品種と
して重要である。

ドイツはビールの国でもある。ドイツ・ビ
ールでは、とりわけ、場合によっては100
年にわたる伝統をもつ数多くの小規模な
家庭醸造所や修道院醸造所が重んじら
れている。すべてのドイツ・ビールには、例
外なく純粋令が適用される。これは1516
年に制定されたもので、食品に関する世
界最古の法的規定であり、水とホップと
麦芽以外、いかなる材料を用いてもなら
ない、と定めている。ドイツでは5,000か
ら6,000種類のビールが製造されてお
り、最も多いのはピルスナー・スタイルの
ビールである。しかし全体としては、ビー
ルの消費は減少している。

ドイツの食習慣は一面的には理解できな
い。一方では、多くの消費者は自分の体に

ゆったりとした味わい
テーマ

300
2018年のドイツ版ミシュラン・ガイド
で1つ星、2つ星、あるいは3つ星の付
いたドイツのレストランの数。これは
過去最高の数字である。11のレスト
ランがトップクラスの3つ星に認定さ
れた。これによりドイツは、ヨーロッパ
の中ではグルメの国フランスに次い
で3つ星レストランの多い国になって
いる。
→ booktable.com/de/guide-michelin

数 字
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対する感受性を高め、健康意識をいっそ
う強く持って、バランスのいい食生活をこ
ころがけている。他方、流動性や個性化と
いったライフスタイルのメガトレンドは、飲
食習慣にも大きな影響を及ぼしている。

ドイツ料理はダイナミックで多面的である
とされる。そしてヨーロッパでも最高のも
のに数えられる。高級料理や、クロスオー

バースタイル、それにますます増えるベジ
タリアン／菜食主義志向の料理のほか、
例えばシロニンジン、カブラ、キクイモと
いった伝来の野菜も見直されている。こ
れらは健康、季節料理、地域性、故郷の味
覚という最新のブームの柱である。そこで
は、伝来のものが若い料理シーンによって
見直され、グローバルな影響の中で評価
を高めているのである。 

大都会の魅力：ベルリンでは、しかし他のドイツの都市でも、活気あふれるレストランシーンが見られる
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さ
サービス業 66-69
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ザールラント州 6-7
在外学校制度中央機関 134-137
在外公館 58-61
在外商工会議所［AHK］  

58-61, 62-65
在外ドイツ学校  

112-113, 152-153
サイクリングロード 160-163
再生可能エネルギー  

84-87, 88-89
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インダストリー4.0 66-69, 72-73
インフラストラクチャー  

58-61, 72-73
ドイツのための選択肢(AfD)  
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再生可能エネルギー法［EEG］  
84-87

財団 38-41, 114-115, 126-127
最低賃金 30-31, 76-77
ザクセン州 6-7
ザクセン＝アンハルト州 6-7
サッカー 164-167
左派党  14-15, 22-25
産業団体 22-25, 66-69

し
持続可能性  

56-57, 70-71, 78-81
実科学校 112-113
失業率 76-77
自動車産業 66-69
シビル・ソサエティ 126-127
社会的市場経済 58-61
社会統合 118-121
社会統合に向けた国民的行動計画  

114-115
社会福祉国家  

114-115, 132-133
シュヴェリーン 6-7
住居 158-159
宗教 132-133
就業率 76-77
自由貿易協定 62-65
自由民主党 

[FDP] 14 – 15, 22 – 25
シュタインマイアー、フランク＝ヴァ

ルター 16 – 19, 26 – 29
出生率 114-115
首都 12-13
シュトゥットガルト 6-7
シュレースヴィヒ＝ホルシュタイン州  

6-7
少子化 10-11, 114-115
情報通信技術［ICT］ 72-73
職業教育 76-77
食事 154-157
女性比率 30-31, 76-77
新規債務 30-31
信教の自由 132-133
人権 50-53
人口 10-11, 114-115
人口動態 10-11

す
スポーツ 164-167
スポーツ振興 164-167
せ
生活水準 154-157
青少年 122-125
政党 14-15, 22-25, 32-33
生物圏保護区 92-93
生物多様性 92-93
世界遺産 160-163
世界に開かれた学術 106-107
選挙 16-17
選挙制度 16-17
専門家 76-77
専門大学 98-99

そ
総合学校 112-113
創造経済 138-139

た
対外経済政策 62-65
対外文化・教育政策 108-109
大学 98-99
大学学長会議［HRK］  

94-97, 98-99
太陽光発電 84-87
多元主義 114-115, 142-145
多様性の受け入れ 122-125

ち
中小企業 58-61, 66-69
直接投資 62-65
地理 12-13

つ
通貨 8-9
ツークシュピッツェ山 12-13

て
デジタルアジェンダ 72-73
デュアルシステム 76-77
テューリンゲン州 6-7
デュッセルドルフ 6-7
テレビ 146-149

電気自動車 88-89
電気・電子産業 66-69

と
ドイチェ・ヴェレ 146-149
ドイツ・イスラム会議 114-115
ドイツ映画賞 142-145
ドイツ・エネルギー機構 78-81
ドイツ・オリンピックスポーツ連盟

［DOSB］ 154-157, 164-167
ドイツ科学イノベーションフォーラム

［DWIH］ 108-109
ドイツ学術交流会［DAAD］  

94-97, 98-99, 106-107,  
108-109, 140-141

ドイツ観光局［DZT］ 154-157
ドイツ研究振興協会［DFG］  

94-97, 102-105, 106-107
ドイツ語 152-153
ドイツ国際協力公社［GIZ］ 78-81
ドイツ・サッカー連盟［DFB］  

154-157, 164-167
ドイツ産業連盟［BDI］ 58-61
ドイツ社会民主党 

［SPD］ 14-15, 22-25
ドイツ商工会議所連合会［DIHK］  

58-61
ドイツ書籍賞 142-145
ドイツ対外文化交流研究所［ifa］  

134-137, 140-141
ドイツのための選択肢 

[AfD] 14 – 15, 22 – 25
ドイツ文化評議会 134-137
ドイツ貿易・投資振興機関[GTAI]  

58-61, 62-65
ドイツ民主共和国［DDR］ 36-37
統合 118-121
同盟90/緑の党 14-15, 22-25
都市 154-157, 158-159, 160-163
特許 66-69
ドメイン 8-9
ドレスデン 6-7

な
ナチス 36-37
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に
ニーダーザクセン州 6-7
二元制職業教育システム 76-77

ね
年金 30-31

の
ノルトライン＝ヴェストファーレン州  

6-7

は
バーデン＝ヴュルテンベルク州 6-7
パートナーシップ 122-125
バイエルン州 6-7
ハイキングルート 160-163
ハイコー・マース  

14 – 15, 22 – 23,  
38 – 41,108 – 109

ハイテク戦略 94-97, 102-105
バチェラー（学士） 94-97
ハノーファー州 6-7
ハンブルク/ハンブルク州 6-7

ひ
ビール 170-171
美術大学 98-99
ひとり親家庭 122-125

ふ
風力発電 84-87
フラウンホーファー研究機構  

94-97, 102-105
ブランデンブルク州 6-7
ブルーカード（EU） 118-121
ブレーメン/ブレーメン州 6-7
プロテスタント教会 132-133
文化 134-137
文学 142-145
文化保存プログラム 140-141
ブンデスリーガ 164-167
フンボルト財団  

94-97, 98-99, 108-109

へ
平均寿命 10-11, 114-115
平和ミッション 42-45
ヘッセン州 6-7
ヘルムホルツ協会  

94-97, 102-105, 106-107
ベルリナーレ（ベルリン国際映画祭）  

142-145
ベルリン/ベルリン州 6-7
ベルリンの壁 36-37

ほ
貿易 62-65
放送 146-149
報道 146-149
報道の自由 146-149
ポツダム 6-7
ボランティア 126-127
ボローニャ・プロセス 94-97

ま
マインツ 6-7
マクデブルク 6-7
マスター（修士） 94-97
マックス・プランク協会［MPG］  

94-97, 102-105

み
緑の党 14-15
見本市 62-65, 160-163
ミュンヘン 6-7

め
メクレンブルク＝フォアポンメルン州  

6-7
メディア 146-149
メルケル、アンゲラ 18-19
面積 12-13

ゆ
輸出 58-61, 62-65
ユダヤ教 132-133
輸入 62-65

ら
ライプツィヒ書籍見本市賞  

142-145
ライプニッツ協会 94-97, 102-105
ライン川 12-13
ラインラント＝プファルツ州 6-7
り
リースリング 170-171
立法 26-29
両親時間 122-125
両親手当 122-125
料理 170-171

れ
レオポルディーナ 94-97
連帯協定 22-25
連邦移民・難民庁 114-115
連邦環境庁 78-81
連邦議会 14-15, 26-29
連邦議会議員 14-15
連邦教育助成法［BAföG］ 98-99
連邦憲法裁判所 26-29
連邦国防軍 38-41, 42-45
連邦雇用機構 114-115
連邦参議院 14-15, 16-17
連邦州 6-7
連邦集会 16-17
連邦首相 16-17, 18-19
連邦省 18-19
連邦制 6-7, 26-29
連邦政府 16-17, 18-19
連邦政府文化メディア担当  

134-137
連邦大統領  

16-17, 18-19, 26-29
連邦文化基金 134-137
連邦ボランティア役務  

114-115, 126-127

ろ
労働組合  22-25
労働市場 58-61, 76-77

わ
ワイン 170-171
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入国ビザから電圧まで、 
ドイツを旅する人に役立つ情報や大切な電話番号をご紹介します

証明書とビザ： 外国人は、入国に
際して、有効なパスポートまたはこ
れに類する書類が必要です。大半
の西ヨーロッパ諸国の人は、有効
な身分証明証のみで入国できま
す。子供にも、たいていの場合、自
身のパスポートが必要です。ドイツ
への入国にあたってビサが必要な
国もあります。お問い合わせは各
国の大使館や領事館で受け付けて
います。
→ auswaertiges-amt.de

空路で： ドイツには100を超える
国際航空会社が乗り入れており、
国内24カ所の国際空港と世界のあ
らゆる地域が国際線で結ばれてい
ます。特に大きな空港があるのはフ
ランクフルト・アム・マイン、ミュン
ヘン、デュッセルドルフです。どの空
港も、地元の交通網との接続は良
好です。 
→ frankfurt-airport.de
→ munich-airport.de
→ dus.com

鉄道で： ドイツ全土をくまなく覆う
鉄道網の総延長は3万8,500km。
長距離列車と各地の近距離列車と
は、よく連携がとれており、接続も
良好です。ドイツから近隣のヨーロ
ッパ諸国へは、およそ80の町へ1日
に250本以上の直通列車が運行さ
れています。
ドイツ鉄道株式会社（DB）のホット
ライン（国外からかける場合）
電話： +49 18 06 99 66 33
→ bahn.com

バスで： 長距離バスでもドイツ旅
行は便利です。最近では200以上
の長距離路線があります。特に豊
富なのが都市間の路線です。ドイツ
の大都市はすべて長距離路線バス
で結ばれています。人口10,000人
に満たない小さな町にも長距離路
線バスがとまる場合があります。
路線に関するお問い合わせ： 
→ busliniensuche.de
→ fernbusse.de

自動車で：ドイツにはきわめて近代
的な道路網があります。総延長約1
万3,000kmのアウトバーン網には
700以上のドライブイン、ガソリン
スタンド、モーテル、キオスクがあ
り、昼夜営業しています。給油でき
る無鉛ガソリンにはスーパー（オク
タン価95）、スーパーE10（同95）
、スーパー・プラス（同98）があり、
そのほかディーゼル燃料がありま
す。ドイツのアウトバーンには ― 制
限速度の表示がある場合を除き ― 
制限速度はありませんが、時速
130 kmの適正速度で走行するこ
とが推奨されています。市内の制
限速度は原則として時速50 km、
それ以外では時速100 kmです。ア
ウトバーンの通行料金はありませ
ん。シートベルトの着用が義務化
されています。身長150 cm以下の
子供にはチャイルドシートが必要で
す。アウトバーンでは、道路に備え
付けの緊急電話から、レスキューサ
ービスや故障サービスの要請がで
きます。大きな自動車クラブ
（ADAC、AvD）では自動車旅行
者向けの情報を用意しています。
ADACの故障サービス
電話: +49 18 02 22 22 22,  
→ adac.de
AvDの緊急電話
電話： +49 80 09 90 99 09,  
→ avd.de

宿泊： 民宿、バカンス向けの貸別
荘やアパート、そして高級ホテルに
いたるまで、あらゆるジャンルの宿
泊施設があります。低価格帯でも、
一定の基準を満たすよう定められ
ており、チェックを受けています。
各地の観光協会や観光局では宿泊
施設リストを用意しています。
→ germany.travel

ユースホステル： ドイツには500
を超えるユースホステルがあり、国
際ユースホステル連盟に加盟してい
るユースホステル協会の会員なら
誰でも宿泊することができます。ま
た手数料を払えば国際パスを発効
してもらえます。
ドイツユースホステル協会
電話： +49 52 31 74 01-0
→ djh.de

貨幣と通貨： 法定の支払手段はユ
ーロです（1ユーロ＝100セント）。
現金は、ECカード（ユーロチェック
カード）か国際クレジットカードで
現金自動支払機から24時間いつで
も引き出すことができます。一般的
なクレジットカードならどれでも使
用できます。価格表示は税込み価
格です。

緊急時の電話番号：
緊急、警察：110
火事、事故：112

タイムゾーン： ドイツでは中央欧
州標準時（CET、ドイツ語の略号で
はMEZ）が用いられています。3月
末から10月末にかけてはこの標準
時より1時間早まります（サマータ
イム）。

電圧
電圧は230ボルトです。

旅行情報

ドイツ国内トラベルガイド

Aachen        • 638 154 651 80 256 482 354 346 73 569 494 631 475 663 263 518 370

Berlin 638       • 492 193 556 545 286 285 673 575 184 153 585 438 223 723 632 495

Dortmund 154 492       • 507 68 224 349 210 358 95 428 350 617 428 520 321 420 338

Dresden 651 193 507       • 581 492 495 382 581 591 140 225 491 325 444 671 525 382

Düsseldorf 80 556 68 581       • 220 392 278 341 42 500 417 611 438 562 277 401 338

Frankfurt/M. 256 545 224 492 220       • 512 361 132 191 405 444 412 228 680 190 201 128

Hamburg 482 286 349 495 392 512       • 152 631 370 391 270 781 612 133 688 658 507

Hannover 354 285 210 382 278 361 152       • 489 294 247 136 661 488 320 551 534 377

Karlsruhe 346 673 358 581 341 132 631 489       • 303 521 558 271 261 809 188 80 199

Köln 73 575 95 591 42 191 370 294 303       • 481 422 577 422 567 282 373 289

Leipzig 569 184 428 140 500 405 391 247 521 481       • 88 418 260 371 588 466 408

Magdeburg 494 153 350 225 417 444 270 136 558 422 88       • 511 349 321 606 559 449

München 631 585 617 491 611 412 781 661 271 577 418 511       • 159 781 421 212 291

Nürnberg 475 438 428 325 438 228 612 488 261 422 260 349 159       • 601 362 218 109

Rostock 663 223 520 444 562 680 133 320 809 567 371 321 781 601       • 851 812 694

Saarbrücken 263 723 321 671 277 190 688 551 188 282 588 606 421 362 851       • 213 314

Stuttgart 518 632 420 525 401 201 658 534 80 373 466 559 212 218 812 213       • 149

Würzburg 370 495 338 382 338 128 507 377 199 289 408 449 291 109 694 314 149       •
距離の数字については、正確さを保証するものではありません
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ドイツ国内の主要都市間の距離
（km表示）

ドイツでは長距離を表すのに通常kmを用います。1kmは
0.62137マイル、1マイルは1.60934kmにあたります。
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ドイツの実情

外 交  ·  社 会  ·  学 術  ·  経 済  ·  文 化

今日のドイツについて、あなたの
知りたいすべてのことが『ドイツ
の実情』に収められています。政
治制度はどのように機能している
か、外交指針にはどのような特色
があるか、経済の特質はどこにあ
るか、社会はどのような議論に取
り組んでいるか、芸術と文化では
何が新しいか － その他、さらに多
くのテーマを取り上げています。

『ドイツの実情』は、数字、デー
タ、グラフをふんだんに盛り込ん
で、信頼できる最新の情報をコン
パクトに伝え、ドイツの現代生活
のあらゆる領域について、確かな
知識と展望をお届けする実用的
なハンドブックです。
→ facts-about-germany.de

9 783962 510435
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