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寄稿

1. はじめに

　筆者は、2006年4月から2009年6月までの3年3か月、

ドイツ・デュッセルドルフにある独立行政法人日本貿易

振興機構（ジェトロ）デュッセルドルフセンターに、産

業財産権調査員として駐在・勤務していました。本稿で

は、この滞在期間の欧州での業務、生活について、筆者

の主観を交えつつ、ご紹介したいと思います。

2. 「ジェトロ」って？

　読者の皆さんは、そもそも「ジェトロ」という組織に

ついてご存じでしょうか。実は筆者も出向前はあまりよ

く知りませんでしたので、まずは簡単に紹介させていた

だきます。

　ジェトロの正式名称は「独立行政法人日本貿易振興機

構」と言いますが、その英語名を「Japan External 

Trade Organization」といい、この頭文字を取って

“JETRO（ジェトロ）”と呼んでいます。元々は海外市場

の調査等を目的として1950年代に発足した日本貿易振

興会という特殊法人でしたが、2003年10月、経済産業

省所管の独立行政法人として、現在の組織名で新たな一

歩を踏み出しました。

　東京・港区のアークヒルズに本部を構え、日本国内に

も幾つか拠点がありますが、海外54か国に71もの事務

所を有することが特徴で、国内職員約800名、そして同

数の約800名が海外職員として勤務しています。各海外

事務所では現地社会・経済と密接な協力関係を有し、（1）

外国企業誘致による対日投資の拡大、（2）日本の中小企

業の海外展開支援、（3）海外経済情報の調査・分析及び

それに基づく貿易投資相談、等を主たる業務としていま

す。日々の現地での活動を通じて得た情報に基づき、日

系企業からも評価される質の高い情報提供を行うと共

に、現地経済界からの信頼も厚く、企業経済活動に関し

て幅広い海外ネットワークを有して日本と外国とのパイ

プ役を担っています。

　このジェトロの海外事務所は、ジェトロのプロパー職

員の他に、中央官庁・地方公共団体・各種産業団体か

ら派遣された出向者から成り立っています。例えば、

デュッセルドルフ事務所では、METI本省の出向者が

工作機械工業界や環境規制の問題について情報収集し

たり、財務省からの出向者が欧州の金融動向をウォッ

チしたり、産業団体からの出向者が欧州の自転車産業

の動向を調査したりしていました。特許庁からの出向者

もその一角を成しており、ジェトロの名の下に、「JPO

欧州支店」の看板を掲げ、欧州知財情勢についての調査

などを行っています。ジェトロデュッセルドルフはプロ

パー及び出向者を含め、日本人駐在員が10名ちょっと、

そしてそれを支える現地ドイツのスタッフがほぼ同数、

合計20数名の、欧州内では比較的大きなジェトロ海外

事務所です。

　海外で知財調査活動するのであれば、ジェトロへの出

向ではなく、大使館や領事館などの在外公館に籍を置く

というやり方もあるのではないか、と思われる読者もお

られるかもしれません。実際、JPOから在外公館へ赴

任している方も何人もいます。しかし、大使館はその置
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く、欧州の中心で英語圏であるロンドンでもなく、その

他日本から直行便が飛んでいる欧州都市でもなく、なぜ

「デュッセルドルフ」だったのでしょうか？

　デュッセルドルフは、ドイツ西部、ライン川のほとり

に位置する、人口58万人の都市です。ドイツは歴史上、

英国やフランスのように国の全土を中央集権的に支配し

た絶対君主が存在せず、各地域の王が支配地を統括して

いました。その結果、各地方都市を中心として発展して

きたため、現在でも人口が一極集中していません。100

万人を超える大都市は、ベルリン（340万人）、ハンブル

ク（170万人）、ミュンヘン（130万人）、ケルン（100万

人弱）のみであり、その他はフランクフルト、シュトゥッ

トガルト、ブレーメン等の人口50〜60万人程度の中都

市がドイツ全土に散在しています。デュッセルドルフは

そのような典型的なドイツの地方都市に当たり、ドイツ

16州のうち人口最大の州であるノルトライン・ヴェス

トファーレン州の州都でもあります。この州の北部には、

欧州屈指の重工業地域である「ルール工業地帯」を擁し、

ドイツ産業革命を牽引したばかりでなく、第二次大戦後

化学工業が発展し奇跡の復興の原動力となった地域でも

あります。鉄鋼最大手のティッセン・クルップ社、通信

最大手のドイツ・テレコム社、化学・医薬品の多国籍企

業バイエル社など、ドイツ上位100社のうち30社近く

が同州に本社を構えています。

　地図からわかるように、デュッセルドルフは欧州のほ

ぼ中央に位置しており、ロンドン、パリ、ミュンヘン、

かれた国の政府との連絡調整や情報収集を行うのみであ

り、国を超えての活動は通常できません。欧州の場合、

EUだけでも27ヶ国もあるので、欧州全体の情報を収集

しようと思うと膨大な大使館ポストとそこへの出向者が

必要となります。しかも、欧州には各国政府・特許庁に

加えて、EU、欧州特許庁（EPO）、共同体商標意匠庁

（OHIM）といった国際機関も存在します。そうしてみる

と、活動の地理的範囲に制限のある在外公館ではなく、

活動範囲に柔軟性のあるジェトロに籍を置いて活動する

方が、合理的であると言えます。

　赴任当初、欧州の知財関係者に「ジェトロデュッセル

ドルフ」の名を出しただけで、「ああ、JPOの出先ね」

と言われたことが何度かあり、ジェトロの知名度の予想

外の高さに、正直、驚きました。JPOからジェトロデュッ

セルドルフに職員が最初に派遣されたのが1974年、以

来35年以上にわたるOBの方々の精力的な活動により、

自分の今の立場が支えられていることを感じ、それはす

なわち、これまでの活動の維持と拡大という責務を自分

も担っているのだということを再認識させられたことを

思い出します。

3. デュッセルドルフの魅力

　欧州のジェトロにはいくつかの海外センターがありま

す。その中から「JPO欧州支店」の立地場所を決める際、

EPO本部やドイツ特許商標庁のあるミュンヘンではな
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言っても過言ではないでしょう。その昔、デュッセルド

ルフ市及びノルトライン・ヴェストファーレン州が日本

企業を積極的に誘致したのですが、その際、現地法人設

立に係る面倒な諸手続を省略・緩和したことが奏功し、

多数の日本企業が設立され、現在約500社がデュッセル

ドルフ市及び同州内で活動を行っています。その企業活

動を支援するかのように、多数の日本食レストラン、日

本食材店が軒を連ね、医療機関も日本語で対応する所も

多く、欧州最大の日本人学校やいくつかの日系幼稚園も

あり、日本語しかできなくてもさしたる不自由もなく暮

らしていけるインフラが整っています。週末になると、

日本の味を求めて、ドイツの他都市からはもちろん、隣

国オランダやベルギーに住む日本人の中にも、デュッセ

ルドルフまで買い出しにやってくる人も少なくありませ

ん。こういった日本人向けのサービスの充実のみならず、

現地ドイツ人との日独交流も活発です。例えば毎年6月

には、「日本デー」という日本祭りが開催され、旧市街

とライン河畔を中心に日本の出店が多数軒を連ね、日本

のパフォーマンスが行われる中、多数の地元ドイツ人が

こぞって参加している様子からは、日本人コミュニティ

が現地ドイツ社会に好意を持って受け入れられているこ

とがうかがえます。このように、デュッセルドルフは、

日本人にとって大変便利な生活環境が整った街であると

共に、それがドイツ社会にしっかりと根ざした街でもあ

るのです。

　デュッセルドルフ自体には、特許庁などの知財の専門

機関はありませんので、情報収集のためには欧州内をあ

ちこち飛び回らなくてはなりません。その際、各都市へ

のアクセス至便という地理的環境はもちろん、日本人に

とって住みやすい生活環境が整っているからこそ、家族

を置いていっても不安が少なく、出張業務に集中するこ

とができます。この「生活環境」こそが、デュッセルド

ルフ駐在員とその家族にとって、異国での生活という不

安を最小限にしてくれる大きな安心材料であり、魅力で

あると言えます。

　デュッセルドルフ周辺にも魅力的な街が点在します。

南へ30㎞のところにある大都市ケルンには600年以上

もの歳月をかけて19世紀に建造された世界遺産・ケル

ン大聖堂がそびえ、観光客を集めています。また、東へ

10kmほど行けば、先史時代の原始人類の人骨が150年

前に発見された街、ネアンデルタールがあります。同じ

く東に約20kmの地には刃物の職人街として世界的に有

ベルリン、ジュネーブへいずれも飛行機で1時間の距離

です。2時間のフライトであれば欧州の主要都市をほぼ

カバーできます。さらにそれらの都市へのフライトが発

着するデュッセルドルフ空港は、市中心部から公共交通

機関でわずか15分程度と市内アクセスにも恵まれてい

ます。空路のみならず、EPOの支所があるオランダの

ハーグや、EU本部があるベルギーのブリュッセルへは、

車や電車で3時間程度でアクセス可能です。このように、

デュッセルドルフは、欧州各都市へのアクセスが大変便

利な地理的環境に恵まれています。

　しかし、それ以上に、この一地方都市を特徴付けてい

るのが、欧州随一の「日本人コミュニティ」である点で

しょう。現在、デュッセルドルフに滞在する日本人の数

は約8,000人で、人口の1％以上を日本人が占めている

という極めて特異な都市です。滞在日本人の数自体でみ

れば、デュッセルドルフはロンドン、パリについて欧州

で3番目なのですが、これだけこじんまりした街に多く

の日本人が集中している様子は欧州最大の日本人街と

ライン川とデュッセルドルフの街並み

ゾーリンゲン模倣品博物館展示　どちらがニセモノ？



89 tokugikon  2010.1.29. no.256

寄
稿
２

ています。このメルマガサービスは2004年に開始し、

筆者が赴任した2006年当時、読者数は200名ちょっと

でしたが、帰任した2009年には500名を超え、3年間で

2.5倍にもなりました。外部ユーザーからは、「欧州の

知財情報発信量はジェトロデュッセルドルフに並ぶもの

はない。」とか、「EPC2000の解説記事が実務に大変役

立った。」など、嬉しいお褒めの言葉も時折いただきま

した。欧州知財情勢への外部の関心の高まりを日々実感

すると共に、期待に見合う質・量の情報発信をすべく、

身が引き締まる思いで情報発信を行っていました。

　このような各国政府や政府間機関を出所とする知財の

公式情報の収集は、インターネットが普及した現在、実

はその大部分をネットで取得することができてしまいま

す。しかもネットだけなら何も欧州からでなくても、日

本から取得することすら可能です。しかし、いかに情報

化社会が進展しようとも、真に重要な情報は人づてにし

か伝わりませんし、そのためには相手とのface-to-face

での人脈形成が必須です。赴任期間中、本国へ送付した

情報の7〜8割は公式情報でしたが、公式情報として出

てこない、人づてにしか伝わらない情報を入手すること

にこそ現地駐在の意味があると信じ、公式情報以外の情

勢把握にこだわって活動していました。審査官を海外へ

何年も派遣するという高いコストをJPOが負担してま

で欧州に駐在を置くことの意義は、「欧州の人と頻繁に

会って関係を築くこと」、そして、「会議への参加やイン

タビューを通じ欧州の情勢を肌で感じ、ネット等では得

られない情報を伝えること」に尽きると思います。この

ためにはデュッセルドルフに居るだけでは仕事になら

名なゾーリンゲンがあり、ここには2年前、世界中から

模倣品を集めて展示する「模倣品博物館」が設立されて

います。

4. JPO欧州支店の業務の概要

　デュッセルドルフの位置づけがご理解いただけたこと

と思いますので、この地を拠点に3年3か月筆者が取り

組んでいた業務について、概説させていただきます。

　JPOからの欧州駐在の業務は、（1）欧州知財情報収集

及びその発信、（2）欧州関係者に対するJPO欧州窓口業

務、（3）出張者への同行、（4）在欧日系企業への支援、

の4本柱から成り立っています。

（1）欧州知財情勢の情報収集と発信
　欧州駐在の根幹業務をなすのが、現地知財情勢の情報

収集です。欧州各国の知財に係る政策、制度、運用等に

ついての情報をいち早く察知し、報告を作成します。「知

財」の対象となるのは、特許、意匠、商標といった産業

財産権はもちろん、模倣品問題や地理的表示まで幅広く

カバーしています。情報発信元も、各国の特許庁のみな

らず、その所管省庁を含めた政府全体、さらにはEU、

EPO、OHIMといった政府間機関による情報発信にも

アンテナを張っています。

　収集した情報は報告形式にして、JPOに送付すると

共に、ジェトロデュッセルドルフのウェブサイトで公表

します 1）。さらに2か月毎にたまった情報を「欧州知的

財産ニュース」というメールマガジンにまとめて配信し

1）http://www.jetro.de/j/IP/

ドイツ特許庁 デンマーク特許庁
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　インタビューで得た、いわば非公式の背景的情報は、

公式情報の裏付けや肉付けに大いに有用でした。どこの

国でもそうですが、公式情報は当たり障りのない情報を

無難な範囲でしか出しませんので、時に背景事情がわか

りにくいことがあります。政治構造や法制が複雑な欧州

では、特にそういう傾向がありました。それを単に日本

語に置き換えるだけでは、その成果物は単なる「翻訳」

にすぎません。公式情報に対して、自ら得た情報を元に

咀嚼し味付けし、そして確認することで初めて「情報発

信」という真のアウトプットが生まれます。全体の7〜

8割を占める公式情報に基づく発信は、現地でしかでき

ないインタビュー等の情報収集活動にサポートされてい

たことをご理解いただけたらと思います。

（2）欧州各庁に対するJPO欧州窓口業務
　第二の業務は、JPOの欧州窓口としての仕事です。

JPO関係者と欧州知財関係者との会談のアポ取りやそ

の他の連絡調整がこれに該当します。と言うと一見何で

もない業務のように聞こえるかもしれませんが、意外と

経験やノウハウを必要とします。

　例えば、アポを取るあるいは連絡をする相手が、「EPO

の○○さん」のように最初から特定できていればその人

に連絡するだけなのですが、「ドイツでの特許後の無効

の制度について調査すべく担当者とアポを取って欲し

い」などと言われた際には、訪問先としてはドイツ特許

商標庁、ドイツ特許裁判所、法律事務所などいろいろ選

択肢があり得ます。したがって、JPOからどういう専

門分野ないしランクの人が訪欧し、欧州の誰とどのよう

な議論をしたいのかを十分踏まえた上で、各組織のどの

ず、積極的な出張をすることに欧州駐在の価値がありま

す。筆者が3年3か月で、総距離地球4周分にもなる

200回以上のフライトを重ね、滞在日数の2割に当たる

250日以上出張で家を空けていたのも、このような思い

に起因するものです。

　欧州人との人脈を形成し、情報を得るためには、例え

ば知財の会合に参加するのは一法です。しかし、会議で

は多数の人と会える反面、立ち話では突っ込んだ話をで

きる機会も限られます。それ故筆者は、濃密な議論がで

きるインタビューに重点を置き、JPO欧州支店ダイレ

クター（支店長？）という立場と肩書きを最大限利用し、

多くの知財関係者から話を聞いてきました。赴任する前、

筆者は国際課に2年間在籍し、欧州担当の課長補佐の職

にありましたが、「欧州のユーザーの声」がなかなかダ

イレクトに聞こえてこないことに若干のフラストレー

ションを感じていました。そんなこともあり、赴任直後

は、欧州産業界をあちこち回り、人脈形成に努めました。

一度face-to-faceでの関係を築いてしまえばあとはメー

ルでも電話でも比較的簡単に対応してもらえます。

　今思えば、この自発的インタビューは本当に楽しい業

務でした。自分の興味関心に基づき、これまで深く調査

されていなかったエリアについて本国から指示を受ける

前に先回りして調べることは、駐在業務の醍醐味の一つ

であったと思っています。欧州産業界のみならず、模倣

品対策団体や知財教育を行う大学、そしてJPOのカウ

ンターパートにあたる各国知財庁へも多数訪問する機会

に恵まれ、3年ちょっとの間に交換した名刺の数は800

枚にものぼりました。この人間関係の構築が、欧州赴任

における最大の財産だったと思っています。

スロベニア特許庁 ルーマニア特許庁
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あれば終了後に必ず礼を一報入れ、現地調査であれば直

後に礼を伝えた後、調査結果がどのように日本の知財政

策に反映されたかを後日フィードバックしていました。

このような日本人的配慮（？）を先方がどの程度理解・

評価してくれていたかはわかりませんが、JPOから見

えないところで欧州人との人間関係の円滑化に気を配る

のも、欧州窓口としての現地駐在の業務の一つだと思い

ます。

　余談になりますが、窓口として欧州各庁に連絡を取る

際、英国とドイツは常にレスポンスが早いのですが、フ

ランスはいつも返事が遅かったり無回答だったり、催促

の電話をすると担当者が英語を話せなかったりと、ラ

テン系特有のマイペースさに翻弄されました。フランス

は食事もワインも美味しく、欧州で最も好きな国の一つ

でしたが、業務となると手を焼かされたことを思い出し

ます。

（3）出張者への同行
　第三の業務は、欧州への出張者への同行です。同行す

る目的は、(i)会談への参加による情報収集、及び、(ii)

JPO駐在であることの先方へのアピール、の2点です。

　本来の会談そのものから得られる情報はもちろんです

が、会談終了後時間が許せば、こちらの興味のある質問

をいくつかぶつけて情報収集することができます。特に

JPOから役職が高い出張者が来れば、先方もハイラン

クの人が出てきますので、普段知り得ないことを聞き出

す絶好の機会なのです。

　先方へのアピールに関し思い出すのが、当時の某

JPO長官のお言葉です。この方は訪欧され会談を終え

る際、必ず最後に「ここにいるジェトロデュッセルドル

フの北村はJPOの駐在だから、何かあればいつでも彼

に連絡して欲しい。」と言ってくれました。出向元であ

るJPOのトップが直々に筆者及びジェトロデュッセル

ドルフを欧州要人にPRしてくれるのですから、駐在と

してこんなにありがたいことはありませんでした。

　以上2点の他、出張者が事故なく予定通り用務を遂行

できるよう、あくまで付随的にではありますが、現地で

の用務地への案内や、会談終了後の食事の案内なども

行っていました。異国では、まともな味の食事がどこで

できるのか、ボラれたりしないか、注文の仕方はどうす

るのかなど、細かな不安も生じ得ます。出張者がつまら

ないところで気疲れしてその後の業務に影響が出てもよ

部署に／誰にアプローチすべきかをすぐに判断しなけれ

ばなりません。このためには、日頃から欧州各国のどの

政府機関又は知財関連団体のどの部署がどのような業務

を行っているかを十分把握すると共に、その中の関係者

とできるだけ多くパイプを持っておく必要があります。

ドイツの例を挙げましたがこれはまだ良い方で、例えば

EUのような巨大な組織では一口に「知財」と言っても、

域内市場・サービス総局、通商総局、企業・産業総局、

税制・関税同盟総局、研究総局等の複数の部局で縦割り

行政がなされています。ですから、最初の一手を誤ると、

いつまでたっても返事がもらえなかったり、あまりふさ

わしくない人が出てきたりということになりかねませ

ん。このため、常日頃あちこちの会議に顔を出して、で

きるだけ多くの国／幅広い組織の知財関係者と人脈を築

く継続的な活動が必要となり、どのようなアポ取り依頼

が本国から突然来ても的確に対応できるようにしておか

なければなりません。日本と欧州をつなぐ窓口としては、

アポ依頼に対し「欧州の誰に連絡を取ったらいいかわか

りません」という対応だけは、どうしても回避しなけれ

ばなりません。

　欧州窓口としての業務には、アポ取りの他に、JPO

からの依頼に基づく現地調査も含まれます。欧州での調

査は、通常、その調査結果を本国での政策立案に活かす

目的で行われますから、その政策立案を直接担当する

JPO原課室の担当者が調査出張して来るのが本来望ま

しいスタイルです。しかし、時間や予算の都合でそれが

叶わないことも現実にはよくあり、その場合には欧州駐

在がその調査を行います。

　駐在中、様々な調査を行いましたが、やはり法制度の

調査には困難を伴いました。内容そのものが難しいとい

うことよりも、むしろ日本と欧州とはそもそも法制度が

相違する部分も多いので、それを十分精査した上でない

と質疑がすれ違う危険性を孕んでいるためです。JPO

から依頼されるのは質問に対する回答をもらってくるこ

とだけなのですが、先方がその質問を十分理解するため

には、彼我の制度の違いを十分口頭で補足説明する必要

があります。事前準備を要する労力のかかる調査でした

が、随分勉強になったことは事実です。

　欧州窓口業務は、アポ取りであれば会談が終了すれば

業務完了、現地調査であれば結果を刈り取れば終了です。

しかし、これは「JPOから見て」完了したに過ぎず、現

地駐在はその後のケアを要します。筆者は、アポ取りで

〝
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ました。このような大小会議の開催は、JPOではあま

り経験できることではなく、ジェトロ海外事務所ならで

はのノウハウを最大限利用させていただきました。

5. 印象に残った業務

　業務の概要をご理解いただけたと思いますので、赴任

期間中、特に印象に残った具体的な案件をいくつかご紹

介したいと思います。

（1）特許審査ハイウェイ（PPH）
　今でこそ「ピーピーエイチ」という略称だけで世界の

知財関係者にあまねく理解されるところとなった特許

審査ハイウェイも、筆者の赴任した2006年頃は、欧州

では「PPH,what?」という知名度の低さでした。これを

広めるのが欧州駐在の業務と認識し、2006年11月にド

イツ特許商標庁の国際課長とアポを取り、頼まれても

いないのにPPHの説明をしてやると言いつつミュンヘ

ンまで押し掛けて行きました。こちらからの説明に対

しPPHを十分理解してくれたようで、先方は当初かな

りポジティブな感触でした。ところが、その後庁内で議

論を重ねるうちに雲行きが怪しくなったようで、しばら

く後、ドイツ特許商標庁の長官と会った際、「ドイツは

まだPPHには乗れないんだよ」と告げられてしまいま

した。

　翌2007年の春、英国が欧州諸国の先陣を切って日本

とPPHを締結しました。この影響もあったのか、ある

いはPPHの持つ意義に気づいたのか、同年5月某日、

ドイツ特許商標庁の長官からデュッセルドルフの筆者に

突如電話がかかってきて、「その後いろいろ検討したん

だが、ドイツもPPHを始めようと思う。」との嬉しい方

針転換を告げられました。前年にドイツ特許商標庁で

PPHの説明をしたことが無駄ではなかったこと、そし

てその方針転換を長官直々に連絡してくれたことは、大

変光栄かつ驚きであり、赴任中の最も嬉しい連絡の一つ

でした。

　その後、皆さんご承知の通り、デンマーク、フィンラ

ンド、オーストリア、ハンガリーと破竹の勢いで欧州諸

国とのPPH締結が進んでいきました。この背景には、

WIPOでの特許制度調和の議論が途上国の反対に遭って

2004年から実質的にストップし、それを打開するため

に2005年に先進国だけで制度調和の議論を始めたもの

ろしくないので、一見業務には見えない現地でのご案内

を本業ついでにこなすのも、現地駐在の役回りなのです。

（4）在欧日系企業への支援
　第四の業務は、在欧日系企業への支援活動です。まさ

にジェトロ的な業務と言えます。欧州は中国のように多

くの日系企業が模倣品で頭を悩ませているというわけで

はないので、いわゆる知財相談業務は多くないのですが、

それでも時折、知財制度や模倣品問題などについて相談

を受けます。その都度、手持ちの情報を元に回答してい

ますが、日系企業がどのような事象に興味を持っている

のかを知ることは、今後の情報収集活動のヒントとなる

こともあり、情報提供しながら実はこちらが情報収集さ

せていただいているような部分も多々ありました。

　日系企業支援の一環として、2008年にはデュッセル

ドルフにて「知財カンファレンス」を開催しました。模

倣品対策を主テーマとしたこの会議には、欧州各地のみ

ならずロシアや中国からも、第一線で仕事をしている政

府関係者、企業知財担当者、特許弁護士をプレゼンター

として招聘し、欧州各地そして日本からも計100名以上

の日系企業の方々が参加しました。参加者は講演の内容

聴取に加え、プレゼンターと、あるいは参加者同士で、

積極的にネットワーキングを行っていました。この大規

模なカンファレンスの他、筆者が講師を務める小規模な

セミナーを、ロンドン、ミュンヘン、デュッセルドルフ

でそれぞれ開催し、在欧日系企業知財担当者に欧州知財

情勢の最新情報を提供すると共に、企業がどのような問

題に直面しているのかを聴取する場としても利用してき

デュッセルドルフ知財カンファレンス2008
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（2）ドイツ産業連盟トゥーマン会長との面談
　2008年秋、JPOの長官が訪欧された際、ドイツ産業

連盟（BDI）のトゥーマン会長とベルリンで面談しまし

た。BDIは日本の経団連に相当し、トゥーマン氏はいわ

ばドイツ経団連のトップを務める人です。面談時、トゥー

マン氏がデュッセルドルフの会社の社長を務めていると

の話が出て、筆者も同じデュッセルドルフということで、

当時の長官から「後日、デュッセルドルフにいるトゥー

マン氏を一度訪問すべし」との命を受けました。

　「ドイツのVIPに会うのだから、先方への敬意も込め

て、会談はドイツ語ですべき」と無謀にも考えた筆者は、

ベルリンからデュッセルドルフのオフィスに戻るなり、

ドイツ人秘書に、「トゥーマン氏との面談に備え、自分

はドイツ語を特訓しなければならない。ついては君との

会話には今後英語は一切使わず、すべてドイツ語にする

からそのつもりで。」と伝え、秘書に笑われながらも付

き合ってもらうこととしました。

　その年の暮れ、早速アポを申し込んだところ、「世界

不況の問題に対処するため、メルケル首相が主導する緊

急経済会議に参加しなければならず、とても時間がな

い。」と、にべもなく断られました。相手方がドイツの

超大物であることを再認識させられましたが、これに懲

りず何度かオファーを繰り返し、翌春5月、4度目の申

し込みでやっとアポを取ることができました。

　訪問前日、半年間練習したドイツ語で訪問時の挨拶と

質問を作成し、すべて頭に入れて、翌日トゥーマン氏の

オフィスに足を運びました。トゥーマン会長は定刻通り

現れたのですが、そのスケールから発せられる後光とい

うかオーラのようなものに圧倒され、頭が真っ白になり、

のこれも欧米の対立で頓挫、このような閉塞感の中、締

結に制度改正を伴わないPPHは、一定の成果を出して

対外的にアピールするには最適なネタであり、知財外交

での成功例となる‘希望の星’として欧州諸国に理解さ

れたためと思います。また、欧州の各知財庁は、巨大官

庁EPOと協力関係にある反面で競争関係にもあり、

EPOの巨大さに埋没せず独自の存在感をアピールする

必要性を常に感じているところ、PPHという各国の権

限で締結できる知財外交成果に飛びついた、という見方

もできるかと思います。他方で、PPHの締結に慎重な

国もあったことも事実で、締結による審査実務的効果を

計っていた庁もあったのでしょうが、当時PPH締結に

重い腰だったEPOの顔色をうかがっていた庁もあった

ものと思われます。このようにPPHは、本来は国際協

力や審査促進を目的とした構想ですが、欧州各庁から見

ると自己PRやEPOとの関係という彼らの琴線に触れ

る案件であり、それゆえ欧州駐在の立場としては、

PPHは欧州各庁の微妙な立場を映し出す「鏡」のような、

大変興味深いテーマでした。

　PPHのネットワークは「一流知財庁クラブ」のような

印象すら与え、PPHを提案しその発展と拡大にイニシ

アティブを発揮したJPOの欧州各庁に対する存在感は

増大しました。欧州駐在の立場としては、このPPHを

契機に、これまであまり訪問する機会のなかった各国特

許庁を回れたことは幸運であり、また調印・締結という

外交成果の場に立ち会うことができたのも、タイミング

に恵まれていたことと思っています。PPHによって生

まれ、太くなってきた各国知財庁とのパイプを、今後も

しっかりと維持・涵養していってほしいと思います。

PPH締結当日のフィンランド特許庁 フィンランド特許庁とのPPH調印式 〝
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特許庁にPCT業務の一部を外注するとのプレスリリー

スを行いました。PCTは第16条に規定されているよう

に、WIPO総会で選定されたISAのみが国際調査業務を

行えることが規定されており、そのISAとなるための

基準もPCT規則に規定されています。すなわち、ISA

は一定の品質基準を満たすからこそPCT加盟国から業

務を任される建前となっており、ISAといえどもその国

際段階での業務を非ISAたる他庁に移管することは、

PCT/ISAの趣旨を逸脱するため、本来許容されません。

ところがオーストリアはこれを非ISAであるハンガリー

に対し「業務効率化のための国内調整」と称して行いま

した。オーストリア当局によれば、WIPOやEPOから

事前の了解も内々得ているとのことでしたが、PCT上

の法制的根拠は明確ではありません。

　歴史に詳しい方はご存じかと思いますが、実はこの両

国、別々の国になったのはわずか90年前であり、それ

以前は200年以上の長きにわたり、ハプスブルク家の支

配の下、一つの国として歴史を築いてきました。1914

年に勃発した第一次世界大戦時に、オーストリア−ハン

ガリー帝国としてドイツ側に立って戦争に参加し、敗戦。

戦後、オーストリアとハンガリーに分割されて現在の版

図に至っています。要するにこの両国は、言語も民族も

異なる別々の国ではあるのですが、過去の歴史に照らす

とその国家的距離は極めて近く、特許庁レベルでの協力

関係も緊密であるため、PCTの業務移管は外注という

よりは内注のような感覚なのです。この2国間であれば

こそ認められたPCTの協力関係と言えるのでしょう。

　第2点目は、ベルギーのロンドンアグリーメントへの

未批准の問題です。ロンドンアグリーメントとは、

2008年5月に発効した「欧州特許の翻訳提出義務緩和協

定」で、内容を大ざっぱに言えば、アグリーメント発効

前は、欧州特許が各国段階に入る時点ではすべての欧州

言語は同等の地位を有していましたが、発効後は、英独

仏語がそれ以外の言語に比べてやや優位な位置づけを成

す協定であり、その結果出願人の翻訳書提出義務が軽減

されるというものです 2）。2009年現在、英独仏主要参加

国を含め15か国が批准を済ませていますが、まだベル

ギーは批准していません。その結果、同国の公用語の一

昨夜憶えたドイツ語が一瞬で吹き飛びました。結局、冒

頭の「グーテンモルゲン（おはようございます）」だけは

ドイツ語でしたが、あとはすべて英語となってしまいま

した。PPHの話をしたところ、トゥーマン氏は知財の

専門家ではありませんがPPHの重要性については十分

認識してくれており、ドイツ経済界トップのPPHへの

前向きな理解を大変心強く感じました。

　トゥーマン氏はその人望と力量を期待され、2009年7

月より、欧州全体の経団連である「ビジネスヨーロッパ」

の会長に就任しました。知財にも前向きな理解をしてく

れている同氏のリーダーシップの元で欧州産業界も議論

を重ね、共同体特許などの欧州の知財懸案事項にブレイ

クスルーが達成されることを期待したいと思います。

（3）知財ニュースの欧州らしい背景
　日々各種知財ウェブサイトをウォッチしていれば、欧

州の知財ニュース「自体」を知ることは可能です。しかし、

その国や知財庁がなぜそのような施策や立場を採り、そ

のような状況に置かれているのかという「背景」を知る

ことは、必ずしも容易ではありません。その理由の一つ

は、欧州では知財「以外」の所に知財ニュースの本質的

背景がある場合があるからです。このような“欧州らし

さ”を3点ほどご紹介します。

　第1点目ですが、2008年9月、国際調査機関（ISA）

であるオーストリア特許庁は、ISAではないハンガリー

BDIトゥーマン会長との面談

2） 欧州特許の翻訳文を各指定国に提出するにあたり，（1）EPO手続言語（英独仏語）を公用語とする指定国は，明細書全文の自国翻訳
を要求できない，（2）EPO手続言語（英独仏語）を公用語としない指定国は，手続言語のうち少なくとも1つを選択し，その言語で
特許付与された場合は，クレーム以外の自国語への翻訳を要求できない，という，翻訳文提出義務を緩和する規定。
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逆に面白さや奥深さであろうかとも思います。

　

6.   3分でわかる欧州の知財動向
　  〜遅々として進む欧州〜

　このように複雑な欧州ですが、筆者が赴任していた期

間の欧州知財動向のエッセンスを簡単に概説したいと思

います。

　まず、2つの大きな進展がありました。1つ目は2007

年12月の「EPC2000」の発効です。これは1973年に締

結された欧州特許条約（EPC）の初めての改正条約で、

（1）PLT等の国際条約との整合、（2） 欧州内域内調和、

（3）条約から規則への移行による柔軟性の確保、を目的

として締結されました。2つ目は、2008年5月の「ロン

ドンアグリーメント」の発効です。この欧州特許の翻訳

要件を緩和する協定には、現在、英仏独主要3か国を含

めた15か国が締結し、欧州での特許取得のネックであ

る翻訳問題に一定の解決を見いだしました。

　逆に依然として停滞していた2つの案件があります。

1つ目は特許訴訟協定です。EPOで成立した特許は「特

許の束」と認識され、その後は各国毎の特許となり侵害

事件も各国ごとに手続が進められます。これを欧州で一

本化して行えないかというのが特許訴訟協定の議論で

あり、以前EPOが中心となって検討していたEPLA（欧

州特許訴訟協定）の議論からEU主導のUPLS（統一特

許訴訟制度）へと議論の場を代えて、検討が行われてい

ます。侵害と無効の切り分け、裁判官プール、欧州司

法裁判所の位置づけなど様々な観点から議論が継続され

ており、先行きは不透明です。2つ目は共同体特許の問

題です。こちらも進捗が見られませんが、特許料の各国

つであるフランス語翻訳文の作成負担が出願人には依然

として課せられているのですが、この未批准の背景はベ

ルギーの民族間南北対立にあります。

　ベルギーは、国土の北部に人口の6割を占めるオラン

ダ系住民が住み、南部には人口の4割を占めるフランス

系住民が住んでいます。この異なる民族間の南北対立は

1830年の独立以来続いており、民族や言語の違いに加

え北高南低の経済格差の存在も相まって、2007年末に

はこの対立により内閣が数か月樹立できなかったという

政治空転の異常事態も招いています。このような国に

とって英独仏語を優位とするロンドンアグリーメントと

は非常に機微に触れる果実であり、批准してこの果実を

食べることはすなわち、わずかにマジョリティを占める

北部オランダ系住民の言語であるオランダ語が、マイノ

リティである南部フランス系住民の言語であるフランス

語よりも劣位の扱いを受けることとなり、オランダ系住

民としては到底受け入れられない、ということのようで

す。このベルギーが抱える特有の国内問題に政治的融和

が見られない限り、アグリーメントを批准することは困

難ということになります。

　第3点目は、欧州知財舞台におけるドイツの立場です。

欧州の知財庁は大きく分けて、自前の審査能力を備え

EPOから一定の距離を保つ「英国・北欧諸国系」と、

EPO設立時に審査能力を放棄したEPOべったりの「フ

ランス・南欧諸国系」に二分されます。このような勢力

図において、ドイツ特許商標庁は自前の審査能力を備え

てはいるもののEPOやフランスとの距離も比較的近い、

中立的な微妙なスタンスを維持しています。

　このスタンスについて、欧州の某国の特許庁長官は「知

財とは全く関係ない理由で、ドイツはそういう立場を維

持せざるを得ない。」と述べていました。ドイツは二度

に渡る大戦の反省から、フランスとの同盟を基軸とした

善隣友好関係、そして、欧州の拡大と深化を志向する基

本的外交政策を堅持しています。このような過去の歴史

観に根ざした外交政策を背景としているため、ドイツ特

許商標庁は、審査能力を有するとの観点では英国に近い

ところはありますが、フランスやEPOとの関係を緊密

に保つ、という立場を取っているのです。

　以上3点述べたように、欧州では知財とは一見全く関

係のない、歴史、民族、言語といった複雑な事情を理解

しないと、情勢を読み解くキーにたどり着けないことが

あります。このあたりが欧州の取っつきにくさでもあり、 国境審査の廃止されたドイツ国境付近
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育への力の入れ具合が弱いということと理解できます。

　欧州においては、英国とアイルランド以外の大陸部で

は、英語を公用語として用いている国はありません。し

たがって、その出来不出来は当然にあり得るのでしょう

が、この「国ごとの英語への習熟度の違い」には大変興

味をそそられました。そして英語が必ずしも欧州市民レ

ベルでの共通言語でない反面、彼らは一定の近隣言語を

自然と理解することができるようです。この「近接言語

の理解度の高さ」も、近い言語を持たない我々日本人に

は理解できない感覚であり興味深いところです。滞在中、

欧州の言語について強い関心を持った筆者は、あちこち

出張に行く度、現地人の「英語能力」と「周辺諸国言語

の理解度」について趣味で調査するという奇癖ができて

しまいましたが、その成果（？）をいくつかご紹介した

いと思います。

　経験上、欧州で最も英語が通じない国は、スペインと

ポルトガルです。スペインにはOHIMもあり仕事上訪れ

る機会もあるのですが、初めてスペインに行ったときは

その通じなさに戸惑ってしまいました。そこでふと思い

出したのが、フランスで参加したとある知財会合にて、

フランス人、イタリア人、スペイン人、ポルトガル人が

フランス語でディスカッションしている風景でした。ス

ペイン人にはフランス語なら通じるのではと思い、官補

の頃に研修で受講させてもらったフランス語会話の知識

を何とか思い出し、片言の怪しげなフランス語をぶつけ

てみると、面白いようにあちこちで通じました。フラン

ス語を習得していたのではなく、近接言語ゆえに何とな

く理解できたのでしょう。

　欧州にはこのような「近接言語ゆえの理解」が、フラ

ンス語−スペイン語の他にもあります。例えば、スウェー

デン在住者に聞いたところでは、「スウェーデン語を訛

らせて発音するとノルウェー語になる」そうで、両国民

は相手国言語を勉強しなくても互いに100%相手の言葉

を理解できます。また、チェコ人に聞いたところ、「勉

強しなくても、ポーランド語は7割、スロバキア語は9

割理解可能」とのこと。さらに、オランダ語は英語とド

イツ語の中間とのことで、オランダ人は習っていないド

イツ語を何となく理解できるそうです。

　このような「言語マップの作成」だけであれば趣味の

領域を出ないところですが、この知識が意外と仕事にも

応用できました。日本人が欧州で会談や講演する際には

通訳を使うこともありますが、その言語を何語にするか、

への分配の問題が議論されると共に、翻訳問題について

は機械翻訳の活用という観点からの検討が進められてい

ます。

　欧州では多数国間での議論や交渉が常時なされてお

り、対立すると交渉が手詰まりになることもよくありま

す。しかし彼らは「交渉詰まり慣れ」しており、一つの

観点で先へ進めないと見るや、別の観点からの議論を行

い、議論進展の勢いを失わないよう努力しています。こ

のあたりのセンスが欧州が得意とするものであり、過去、

欧州共通通貨ユーロの導入や国境審査の廃止など、一昔

前であれば夢物語と思われていた成果を着々と成し遂げ

てきた自信に裏打ちされていると見ることもできます。

欧州では常に議論がぐるぐる回っているようですが、最

後には望ましい結論にたどり着いており、いわば螺旋階

段を上るかのように「遅々として進む」、それが欧州で

の議論の進展なのです。

7. 各種雑感

　異国の地で仕事し生活してみると、日本では全く意識

しなかったことが見えてくるものですが、現地での仕事

や生活を通じて常々感じさせられた、日欧カルチャー

ギャップのようなものを、いくつかご紹介したいと思い

ます。

（1）言葉　〜JPO審査官こそナンバー１？〜
　「フランス人はフランス語に誇りを持っているので、

英語で話しかけられてもフランス語でしか返さない。」

とかいう話をお聞きになったことがあろうかと思いま

す。しかし経験上これは不正確であり、フランス語しか

話さないフランス人は、英語を「話さない」のではなく「理

解はできるが話せない」だけのようです。ドイツ人も、

WIPOの会議等では比較的きれいな英語を話しますが、

巷間のドイツ人は英語を解さない人も多く見られます。

これに対し、北欧諸国やオランダは、国際会議に出るよ

うな人から市民一般に至るまで例外なくきれいな英語を

話します。これらの欧州での小国が国際的地位を確保す

るためには、国民全体の英語力を向上させなければなら

ないことを彼らは良く認識しており、英語教育に力を入

れているのでしょう。逆にドイツやフランスは欧州では

大国なので、母国語を知っていれば欧州内では十分と認

識し、いわば自身の言語の上にあぐらをかいて、英語教
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は、壁一面を20数個の通訳ブースがズラッと取り囲ん

でいます。EUでは23の公用語すべてが同列なので、全

加盟国は自国語でコミュニケートする権利があり、それ

を担保するのが各国別通訳ブースなのです。初めてこれ

を見たとき、多種言語の同列性は各民族のアイデンティ

ティと直結することを感じ、それがネックとなり議論が

硬直している共同体特許の問題の根深さを直感として理

解できた気がしたことを覚えています。

　欧州各民族のアイデンティティの問題は、何も共同体

特許という案件に限らず、至る所で気づかされます。筆

者も出張でよく利用した、ベルギーが誇る高速列車「タ

リス」は、ドイツのケルンからベルギーを横断しフラン

スのパリまでを5時間で結びますが、ケルンから乗車す

ると、車内放送がドイツ語→オランダ語（ベルギーの公

用語）→フランス語（ベルギー・フランスの公用語）→

英語の順で流れます。しかし、ベルギーに入るとこの語

順が、オランダ語→フランス語→ドイツ語→英語に変わ

ります。その後フランスに入ると、フランス語→オラン

ダ語→ドイツ語→英語とさらに変わるのです。たかだか

車内案内一つでこの気の遣い方です。ここでも民族のア

イデンティティの深さを強く感じさせられました。

　ところで、特許の審査官の立場からみて「欧州の言語」

としてすぐに思い浮かぶのは、「EPOでは英独仏3カ国

語ができないと審査官になれない」という話ではないで

しょうか。筆者は以前、ミュンヘンのEPOに国際審査

官協議で派遣される機会がありましたが、当時のカウン

ターパートであったフランス人のEPO審査官が、筆者

には英語で、同郷の同僚にはフランス語で、現地スタッ

フにはドイツ語で、いずれもぺらぺらと話をしているの

別の言い方をすれば何語の通訳を用いるかというのが悩

み所です。例えば、英語がノンネイティブの欧州人と英

語で会談する場合、先方にとって母国語でない英語での

会談はミスコミュニケーションを生じ得る反面、通訳の

観点からすると日英通訳は層が厚いので知財に詳しい通

訳さんも何人もいるため、通訳の信頼度が高まります。

逆に、例えば日−デンマーク語通訳を用いる場合、知財

に詳しい日デンマーク語通訳などはいませんので、専門

用語の通訳には不安が伴いますが、逆に先方にとっては

母国語での会話ですので、その点のミスコミュニケーショ

ンの不安は少なくなります。この通訳の選択の際には、

会談相手や聴衆の英語の習熟度を考慮しなければなりま

せんが、このとき、欧州人の言語マップが役に立ちます。

　例えば、デンマーク人を前にJPO関係者が講演する場合、

デンマーク人は一般市民に至るまで英語が極めて良くでき

る国民であることを知っていれば、知財の知識の乏しい日

デンマーク語通訳を用いるよりは、たとえ母国語でなくて

も知財に詳しい日英通訳を使う方が、講演者の意図が正

確に伝わらないというリスクが少なくなるのではない

か、という判断が可能となります。逆にチェコ知財庁の

人と会談をする際には、チェコ人の英語力が不明であっ

ても、ポーランド人の英語がさほどうまくないことを

知っており、かつ、ポーランドとチェコが言語的に近接し

ていることを知っていれば、チェコ人は一般に英語が苦手

であろうから、日−チェコ語通訳を使う方がリスクが少

ない、ということが三段論法的に導き出せます。現に、

現地人の語学能力をあれこれ推し量り、通訳について

JPOに助言申し上げたことは多々ありました。

　通訳と言えば、ブリュッセルのEU本部の大会議場で

EU本部（ブリュッセル） 欧州司法裁判所（ルクセンブルク） 〝
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回っている様子は驚きでした。

　国際業務の場合、JPOにおいては「日英翻訳」という

EPOにはない余計な業務が付随するのは避けられませ

ん。しかし、根本的な仕事の進め方に違いがあるような

気がしてなりません。さらに業務面のみならず、子育て

の支援体制の充実度、男女職員の育児休暇の取り易さ、

通勤時間の長短、在宅勤務制度等々、様々な要因によっ

て女性の労務環境の違いが発生していることと思いま

す。このあたりになるともうJPOだけの話ではなく日

本政府あるいは日本社会全体の話なのでしょうが、女性

の労務環境とキャリアパスの在り方については、日本は

欧州の後塵を拝しているように思います。もちろん女性

の数がいればいいというものでもありませんが、将来は、

国際舞台の場で対外的に活躍するJPOの女性が欧州並

に増えてほしいと個人的には思っています。

（3）欧州人の休暇・休日
　7月や8月に欧州人に仕事でメールを出すと、「8月末

日まで休暇で不在」のような自動応答をもらうことがあ

ります。仕事が進まないので腹立たしくもあり、一方で

羨ましくも思ったりしたものですが、なぜそんなに休む

のか、という点は、赴任前はずっと不思議に思っていま

した。

　ところが実際現地に住んでみると、なるほどと頷けま

す。欧州の夏は高緯度で夏時間を採用しているため夜

10時頃まで明るく、天気も良く湿度が低く快適で、し

かしそれが長くは続きません。素晴らしい時期が1年の

ごくわずかしか訪れないのであれば、その間に休みを

取って楽しもうという発想はきわめて合理的な感覚に思

えてきました。1年の比較的多くの時期に好天に恵まれ

る東京にいたことが幸せに思えるようになり、欧州人が

長い夏季休暇を取って業務が多少停滞しても、それを容

認できる寛容さを自然と身につけるようになりました。

夏が終われば秋を一気に通り越して、坂道を転がり落ち

るかのように日が短くなり、冬へと向かうのです。

　高緯度の欧州の冬は長く寒く暗い冬です。朝8時になっ

てもまだ外は暗く、子どもたちは真っ暗な中を登校しな

ければなりません。ドイツでは夏時間から冬時間に切り

替わった直後の11月が1年で最も自殺率が高い時期で、

冬の暗さがいかに人の心に暗い影を落とすかを示してい

ます。欧州でクリスマスを華やかに祝うのも、その冬の

暗さを吹き飛ばす生活の知恵なのだと思うようになりま

を目の当たりにして、この人は天才なのではないかと驚

愕しました。しかし、欧州に何年も滞在した今にして思

えば、英独仏語は兄弟のような言語であり、どれか一つ

を母語としていればあと2つを習得することにさほどの

困難はないのではないかと思います。EPOのサーチレ

ポートは良いなどとよく言われますが、英独仏語のいず

れかを母語とすれば、英語の学術論文をサーチして読み

こなすことがさほどの労苦とは思えません。それよりも、

文字も文法も全く異なる日本語を日常用いているJPO

審査官が、英語の特許文献や学術論文を日々読みこなし

て拒絶理由を書き、あれだけのアウトプットを出す方こ

そ、遙かに称賛されるべきではないかと思います。

（2）女性の社会進出
　欧州の特許庁で「女性長官」はどれくらいいると思い

ますか？　EPO、ドイツ、イタリア、スウェーデン、ポー

ランド、スロバキア、アイスランドではすべて女性が長

官を務めています。筆者が連絡を取り合っていた国際課

長クラスだと、ドイツ、デンマーク、ポーランド、ルーマ

ニア、ノルウェー、トルコなどはすべて女性課長でした。

ドイツに関してみれば、総理大臣（メルケル首相）、特許

庁を管轄する司法省の大臣、特許庁長官、特許庁国際課

長、さらにはその下の課長補佐まで全員女性でした。中

には独身女性や既婚でも子供のいない女性もいますが、

子供を何人か生んで育てている人の方が多いようです。

　旧東欧諸国は社会主義の影響で女性が働くのが当然と

いう風潮が歴史的にあるようですし、北欧の国には、一

定の割合で女性を採用しなければならないという規定が

あると聞いたこともあります。しかし、それを勘案して

も、我が国と比べるとやはり多い、というか、我が国で

対外的に活躍する女性の割合が少ないのは、日本にいる

とわからないのですが、欧州にから見るとややいびつな

印象を持たざるを得ませんでした。

　現在、EPOの三極担当者は若いフランス人女性なの

ですが、一昨年のEPOでの三極会合時に大きなおなか

をしていました。聞いたらもうすぐ生まれるとのこと。

それから半年後、やはりEPO主催の五庁会合に参加し

ていましたが、今度は元のスリムな体型に戻っており、

お子さんが生まれたとのことで日々大変だと語ってくれ

ました。筆者は国際課在籍時、三極担当者の仕事を間近

で見ていましたが、とても妊婦に任せられない激務であ

り、それだけにそのEPO三極担当女性が会議場で動き
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　　警察官が英国人、

　　機械工がドイツ人

　　恋人がイタリア人

　　銀行家がスイス人、

　地獄では、

　　料理人が英国人、

　　警察官がドイツ人、

　　機械工がフランス人、

　　恋人がスイス人、

　　銀行家がイタリア人。」

　得手不得手をうまく言い当てているこのジョーク、わ

かりますか？

8. 終わりに

　欧州赴任中の3年3か月は決して良いことばかりでは

ありませんでした。健康面では、1年目は家族が現地の

気候に合わず長期間健康を害したり、翌年は筆者自身が

ケガをして出張繁忙期に松葉杖の生活を何週間も余儀な

くされたり、また経済面でも、1ユーロ170円という超ユー

ロ高の時期も続き、円建て給与の身には厳しい時期もあ

りました。その他、日本では何でもないことでも異国の

地ではトラブることも多々ありました。

　しかし、公私ともに何とかやってこられたのは、JPO

の多くの方々のご理解、現地ジェトロデュッセルドルフ

の同僚たちの支え、そして日本から出張で欧州へ来られ

た方々から温かいご助言とねぎらいの数々のお言葉をい

ただき、日本から遠く離れていても多くの方に支えられ

ていることを日々実感できたためであると思っていま

す。誌面を借りて関係諸氏に改めて御礼申し上げ、また、

デュッセルドルフへの赴任という貴重な機会をいただい

たことに感謝しつつ、今後もこの経験を活かしていきた

いと考えています。

した。クリスマスの他にも、11月には、子どもたちが

歌を歌って家々を回りお菓子をもらう「マルチン祭」と

いう行事があり、また2月には、断食に入る前に大騒ぎ

するという宗教的儀礼を起源とする「カーニバル」があ

り、何十台もの山車が街中を練り歩きます。こういう冬

の風物詩を大いに楽しむことで、欧州人／ドイツ人は長

い冬を乗り切るのです。

　欧州の休みの感覚でもう一つ驚いたのは、日曜日にほ

とんど全ての店が閉店することです。ドイツでは宗教上

の理由と労働者保護を目的として「閉店法」という法律

でこれが定められており、日曜にスーパーでの買い出し

ができません。不便であることは事実ですが、しだいに

慣れてはきます。逆に、日本では土日もすべて早朝から

遅くまでスーパーが開いており、最近は元日まで開ける

ところも多くなっています。帰国直後は日本のこの便利

さに心地よさを感じましたが、よくよく考えてみると、

便利さを追求するあまり、多くのエネルギーや大切なも

のをすり減らし、忙しくなって疲弊しているだけではな

いか、と思うようになりました。在独時には頑迷な制度

と信じて疑わなかったドイツの閉店法ですが、強制的に

休みを設け不便さを強要しないと、ゆとりや時間は確保

できないものかもしれないなどと、帰国した現在は感じ

るようになっています。

（4）ジョークに見られる国民性
　お聞きになったことがあるかもしれませんが、欧州各

国の国民性を表す以下のようなジョークがあります。

  「天国では、

　　料理人がフランス人、

デュッセルドルフのカーニバル
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