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　Grüß Gott（グリュース ゴット）!!

　ドイツ語の挨拶としてGuten Tag（グーテン ターク：「こ

んにちは」の意）は耳にしたことがあるかもしれませんが、

南ドイツやオーストリアではGrüß Gottと言います。

　さて、私は2009年4月から2012年4月までの約3年間、

南ドイツの主要都市ミュンヘン（バイエルン州都）にある

在ミュンヘン日本国総領事館に領事（経済担当）として出

向しておりました。本稿では、私の在任中の経験を、

　1.  在外公館、領事（経済担当）の業務

　2. ドイツから見た東日本大震災

　3. ドイツでの生活

のテーマに分けて皆様にご紹介したいと思います。少々長

くなりますが、おつきあい下されば幸甚です。

1. 在外公館、領事（経済担当）の業務

（1）在外公館

　現在の日本の在外公館には、大使館、総領事館、政府代

表部があります。

　大使館は、基本的に各国の首都におかれ、その国に対し

日本を代表するもので、相手国政府との交渉や連絡、政治・

経済その他の情報の収集・分析、日本を正しく理解しても

らうための広報文化活動などを行います。また、邦人の生

命・財産を保護すること（邦人援護）も重要な任務となっ

ています。

　総領事館は、世界の主要な都市に置かれ、その地方の在

留邦人の保護、通商問題の処理、政治・経済その他の情報

の収集・広報文化活動などを行います。

　政府代表部は、国際機関に対して日本政府を代表する機

関で、国際連合、ウィーンにある国際機関、ジュネーブに

ある国際機関と軍縮会議、OECD（経済協力開発機構）、

EU（欧州連合）に対する代表部があります。

　皆さんが大使館や総領事館と関係する可能性があるの

は、旅行者もしくは出張者として外国でトラブルに遭った

（事故、盗難、パスポート紛失等）場合でしょうか。また、

留学などで長期滞在する場合には、在外公館に在留届を提

出する必要があります（別途現地外国人局での住民登録も

必要）。

審査業務部意匠課企画調査班長　　久保田 大輔
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のためのレセプション開催等も行っています。

④便宜供与

　聞き慣れない言葉かもしれませんが、これは日本から管

内に出張で来る政治家・公務員等に対して、現地での宿舎、

移動手段、通訳等の手配、用務先のアポ取り、現地情勢ブ

リーフ、用務先への同行等の各種ロジのお手伝いのことを

言います。私の場合、既述のとおり広く経済分野を担当し

ておりましたので、中央省庁だけでも特許庁、経産省、外

務省、内閣府、財務省、厚労省、国交省、文科省、法務省、

農林水産省、環境省（順不同）等とほとんどすべての行政

機関の窓口となっていました。もちろん、地方議員の経済

に関する海外調査についても経済班案件です。おかげで、

実に多方面の方とお仕事をさせていただく機会に恵まれま

した。

　最も印象に残ったのは、ある衆議院議員調査団に同行し

て、若いシングルマザー向けの支援をしている教会や、家

庭の事情により家族と離れなければならなくなった少女達

の養護施設を訪問した時のことです。そこには心に大きな

傷を負った少女が多くいたのですが、皆さん一生懸命にそ

れを克服し、自分自身の足で立とうとする前向きな意思が

感じられ、こうしたことに支援の手を差し伸べている活動

を目の当たりにして、分野は違えど行政官としての使命感

を一層自覚することができました。

　そして、上記のどの柱にも共通して言えることですが、

経済班に限らず外交官にとって最も重要なのは人脈形成で

ある、と言えます。外交官の守備範囲は想像もつかないほ

ど広く、在任3年目になっても新規分野の案件を数多く扱

いました。そういうときは、日頃から培ってきた人脈がモ

ノを言います。各分野の専門家、当局関係者、企業人、文

化人等とのつながりがなければ、とてもではありませんが

（2）領事（経済担当）

　私は、ミュンヘン総領事館の領事（経済担当）として出

向しました。領事（経済担当）は、経済に関わる事項全般

を扱います。ミュンヘン総領事館の領事（経済担当）には、

知財のみならず、企業、科学技術、環境、エネルギー、貿

易、投資、金融、農林、労働など、本当に幅広い分野の仕

事が舞い込んできます。大使館は規模も大きく、各担当省

庁から出向者が来ていますが、小規模な総領事館ではこれ

らすべてを一人が担当します。昔はミュンヘンにも

JETRO事務所があったのですが、2008年に同事務所が閉

鎖されて以降、ミュンヘン総領事館がJETROの役割を期

待される部分もありました。

　私が所属していた経済班（所属と言っても、班長である

私と現地職員1名の体制ですが）の業務は、ざっくりと整

理すると以下の4つの柱から成り立っています。

①現地経済情勢の把握

　ミュンヘン総領事館は、南ドイツ2州（バイエルン州、バー

デン=ヴュルテンベルク州）を管轄しています。経済班は、

この2州における景気、財政、雇用、エネルギー、環境等

のあらゆる経済情勢を把握し、日本にとって有益な情報に

ついては外務本省を通して各担当省庁に報告をします。具

体的には、毎朝現地新聞、及び各省庁や経済団体のプレス

リリースのチェックは当然として、州政府関係者、現地企

業関係者等とも直接会って情報収集を行い、結果をとりま

とめて公電を打つ、といった感じです。

　また、日本から国会議員、地方議員、省庁職員が出張さ

れるときに、出張事案に関する現地情勢などをブリーフす

ることもあります。

②日本経済情勢の広報

　管内政府や現地ドイツ企業の対日関係を深化させるため

に、日本の景気動向、景気対策など、日本の最新経済情勢

を現地関係者に対して説明します。情報ソースは、外務本

省からの公電に加えて、首相官邸や各省庁のホームページ

上に掲載された公式情報を基本に、その他の公的機関発表

の公式情報でした。2011年に発生した東日本大震災以降

は、この活動にかなりの時間を割くことになりました。

③日本企業支援

　海外では、企業活動を行う上で思わぬ問題、困難に直面

することがあります。そこで、在外公館に日本企業相談窓

口を設けて、解決の道筋について一緒に考えます。このと

き、必要であれば在外公館から現地当局に日本企業に対す

る扱いの是正を求めます。

　また、日本ブランドや日本企業の高い技術力をPRする

ための企業活動に対する側面支援や、日本企業の人脈形成

特許庁長官欧州出張に同行後、ミュンヘン市内のビアレストランにて
フライトまでの寸暇を惜しんで。（左から守安元国際課長、細野元特
許庁長官、筆者、川俣元JETRO調査員）
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（2）ドイツの脱原発宣言

　ドイツ人は原子力発電所に非常に敏感です。チェルノブ

イリ原発事故の影響を受けた歴史があるからで、特に影響

を受けた南ドイツではその傾向が顕著に表れていました。

ちなみに、ドイツでは当然過ぎて特に報道もされないので

すが、現地政治家等の話によれば、南ドイツで捕獲された

野生のイノシシは、今でも10頭中9頭は肉に含まれる放

射性物質が基準値を上回っており、食用として認められて

いないそうです（イノシシは土中のキノコ類を食べるため、

影響を受けやすい。現在流通している食用肉は厳しい検査

を受け、安全が保証されているので念のため）。

　震災直後は前述のように、被災した日本や日本人を哀れ

む声や励ましの声が大きかったのですが、その後に原発事

故について報道されると、関心が一気にそちらに向かって

いきました。ドイツ国内で稼働している原発停止の声が瞬

く間に広がり、ついには被災国である日本に先んじて、メ

ルケル首相は脱原発を宣言するに至りました。当時、メル

ケル首相は、2030年代半ばまで原発停止計画を延長する

と述べていた矢先のことでしたので、方針を大転換したこ

とになります。

　「1980年以前に建設された古い原子力発電所を即時停止

し、2022年までにすべての原子力発電所を停止する。」

　これは、今後段階的に停止していくことを宣言したもの

ですが、皮肉なことに、脱原発宣言をしていない日本の原

発稼働数が先に0になってしまいました（現在は大飯原発

が再稼働済み）。ドイツはまだ33基のうち9基が稼働して

います。

在外公館の仕事はまわりません。ちなみに、私は3年間で

800枚の名刺が無くなりました。

2. ドイツから見た東日本大震災

　2011年3月以降は、東日本大震災及び福島原発事故に

関連する業務が最重要となり、私自身もいろいろと思うと

ころがありながら進めてきた極めて印象深い経験となりま

したので、これを機会に皆様に当時のドイツの状況とそれ

に関わった私の経験などご紹介させていただきたいと思い

ます。

（1）震災直後

　2011年3月11日、ドイツでも日本で大地震が発生して

津波に襲われたという衝撃的なニュースが報道されまし

た。総領事館でもテレビ報道に釘付けでしたが、この時点

ではまだ映像資料が断片的で、また、外務本省からの情報

も十分ではなかったため、どれほどの規模の災害であるか

のイメージがつかめず、現地メディアからの照会に苦慮し

ていたと記憶しています。

　徐々に被害状況が明らかになり、予想をはるかに上回る

被害に総領事館職員もショックを隠しきれませんでした。

そのような中、より詳細な被害状況やミュンヘン空港から

の成田直行便の運行状況などに常時アンテナを張りつつ、

現地ドイツ人やメディア、在留邦人等からの照会に対応す

ることを最重要とし、まずは現地の混乱の沈静化に努めま

した。

　2日ほど経過すると報道の映像資料も見られるようにな

り、かなり状況が見えてきました。特に津波の映像は本当

に衝撃的でした。この頃から徐々に州政府要人等が弔問に

訪れ始めます。現地政府や企業等のカウンターパート等か

らも心配のメールや電話をいただき、ありがたいことに日

本の心配のみならず、私の家族や同僚、知人の安否につい

てまで心配してくれていました。

　ドイツ人にとっては、経験したことのない震災や津波の

映像も衝撃だったようですが、時間が経つにつれてちょっ

と違った角度からのコメントをいただくようになりました。

　「日本人の国民性には感動した。あれほどの災害の中で、

知らない人どうしが助け合い、物資配給の際も混乱せずに

きちんと並んでいた映像を見た。これはヨーロッパでは考

えられず、必ず暴動が起こるだろう。このような助け合い

の精神があれば必ず日本は再生するに違いない。だから頑

張って欲しい。」

　と言うのです。私は、このようなコメントを聞くたびに、

同じ日本人として誇らしく思い、それと同時に、この未曾

有の状況に瀕している日本には心強い仲間が世界にいるの

だと勇気づけられました。
ドイツの毎時放射線量分布（2010年平均）。青色が濃いほど数値が高い。

出典：ドイツ連邦放射線防護庁
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　ちなみに、フランスから輸入している電力は原発による

電力が含まれています（資源小国のフランスは電力の75％

が原発で賄われている）。そのため、ドイツ国内では、ド

イツの原発をすべて停止したとしても、フランスから原発

製の電力を輸入していたら結局は脱原発になっていない

じゃないか、という議論があります。この点についてある

メディアがドイツ国民にアンケート調査を行ったところ、

「電力需給が逼迫するとしても、原発製の電力を輸入する

ことに反対だ。」と回答する者も相当程度いたそうです。

ドイツ国民の原発に対する嫌悪感は相当に強いのだと感じ

ました。

（3）在日ドイツ大使館機能の一時移転

　皆様も記憶にあると思いますが、原発事故後、在日外国

人は国外に脱出したり、関西方面に避難しはじめていまし

た。国によっては政府が国外退避を勧告していたところも

あります。

　在日ドイツ大使館は、南麻布にあります。原発事故を受

けて多くの国の大使館が東京から機能移転していた中、ド

イツ大使館も同様に、大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事

館に機能移転しました（その後、2週間ほどで東京に機能

を戻したと記憶しています）。

　外国人からすると、福島と東京の距離は日本人の感覚と

比べて非常に近いものに感じられるために、日本人以上に

敏感になっていたのだと思われます。それもそのはず、外

国で得られる日本の事故の影響や状況についての情報は少

ないですし、さらに、福島・東京間の距離は、放射能汚染

の被害にあった南ドイツからチェルノブイリまでの距離

（1600km）の約1/8なのですから（注：チェルノブイリ原

発事故と福島原発事故は、事故の規模や発生状況が全く異

なり、距離のみで比較することは意味がありません。ここ

では、ドイツ人の国民感情を説明するためにあえて記載し

ています）。

（4）ルフトハンザ航空の経路変更

　ミュンヘン空港と成田空港を結ぶ直行便は、今では1日

2便（ANA、ルフトハンザ航空）飛んでいます。ルフトハ

ンザ航空には多くのドイツ人客室乗務員が搭乗しており、

原発事故にはやはり敏感な反応を示したようです。ルフ

トハンザ航空は、客室乗務員の強い要望により日本への

滞在時間を可能な限り少なくするため、ミュンヘン・成

田直行便を韓国の仁川空港を経由する経路に変更しまし

た。つまり、ミュンヘン・仁川間の客室乗務員と仁川・

成田間の客室乗務員とに分け、仁川・成田組は成田到着後、

間もなく離陸する仁川行きの便でとんぼ返りし、日本に

　いかに再生可能エネルギー発電を得意とするドイツで

あっても、この宣言は国内でも賛否両論がありました。原

発産業界は労働市場の縮小を懸念して、さらには主に自動

車産業をはじめとする産業界は電力供給の不安定化、及び

電力料金の値上がりを懸念して猛反発したのです。今の日

本と似ていますね。実際、寒さが厳しく必然的に電力消費

量が大きくなる冬場には、バイエルン州は電力不足となり、

隣国のオーストリアから電気を輸入しなければなりません

でした。これには次のような背景があります。

　まず、バイエルン州は、原発依存率が51％（2010年）と

ドイツで最も原発に依存している地域です。隣のバーデン

=ヴュルテンベルク州も50％（2010年）なので、南ドイツ

2州とも電源は原発に依存している状態です。このように、

これまでは高い原発依存によって安定した電力供給を行っ

ていましたが、原発を停止した後もBMW、ジーメンス、

ダイムラー等を中心とする第二次産業が盛んな南ドイツ2

州に安定的に産業電力を供給するためには、他の手段に

よって電力を確保する必要があります。そこで、まずは北

ドイツにある火力発電所や風力発電所からの送電を実施し

ましたが、南北を結ぶ高圧送電網は今回のような大規模な

送電を想定していないため、十分な電力量を確保すること

ができませんでした。そのため、隣国に臨時用火力発電所

の稼働を要請し、電力輸入をすることでなんとか今冬を乗

り切ったのです。

　このような状況に危機感を募らせているバイエルン州の

ツァイル経済大臣（ドイツの副首相でもあります）は、メ

ルケル首相の脱原発政策に強く反発しています。

ドイツの原子力発電所稼働状況（2012.06.30時点）
出典：ドイツ連邦放射線防護庁
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説明して、風評被害により不当に対日関係が悪化しないよ

う正確な情報を迅速に提供するよう努めていました。

　外務本省から随時関係情報が送られてきていましたが、

情報提供先によって関心事項も異なりますので、それに合

わせて都度総領事館で情報の整理をする必要があり、基本

的には外務本省からの情報に加え、首相官邸、各省庁ホー

ムページ、及び国連機関のホームページをベースに資料を

作成・更新してそれを提供していました。

　上記活動の成果により（と、期待したい）、政府レベル

での風評被害はほとんどありませんでしたが、日本産品、

特に食料品に対する消費者、流通業者レベルの風評被害は

相当ありました。現地の日本食レストランから客足が遠の

き、大変残念なことですが「日本からの輸入食材は使用し

は宿泊滞在しないスケジュールを組んだのです。ここでも

ドイツ人の原発事故に対する強い不安感を垣間見ることが

できました。

　ちなみにANAは通常通りのスケジュールで運行をして

いました。

（5）バイエルン州立歌劇団の訪日

　2011年9月には、訪日予定だったバイエルン州立歌劇

団400名のうち、約100名が放射能の影響を懸念して訪日

を拒否しました。公演はメンバーの補充等でなんとか実施

にこぎつけたようですが、訪日した団員の中にも放射能汚

染を懸念して、飲料水をドイツから持参した方がいたそう

です。ただ、その後の現地新聞の記事によれば、当時の東

京で手に入る飲料水に含まれる放射線量は、団員が持参し

た飲料水に含まれる放射線量より低かったらしいですが。

（6）州議会選挙への影響

　南ドイツのバーデン=ヴュルテンベルク州では、福島原

発事故が選挙にも影響しました。長い間、キリスト教民主

同盟が政権を握っていましたが、2011年3月の州議会選

挙では、原発反対を唱える緑の党が勢力を伸ばし、ドイツ

社会民主党との連立政権を発足させ、緑の党初の州首相が

誕生したのです。現地各紙も、「福島（原発事故）によって」

緑の党は歴史的大躍進を果たした、と報道していました。

（7）総領事館の活動

　それでは、こうしたドイツの反応等に対して、ミュン

ヘン総領事館ではどのような対応をしていたのかご紹介

します。

　まずは、日本で発生している状況についての情報提供で

す。私にとってはこの作業が大震災・原発事故関連で最も

時間を割いた作業でした。現地ドイツ人や在留邦人から、

津波・地震による被害状況、放射線量、フライト状況、政

府方針、義援金受入、知人の安否確認、出入国に関する手

続、日本産品の放射能汚染の可能性等、ありとあらゆる照

会が来ますので、常にアンテナを張り、情報収集をしてお

りました。

　震災当初は長らく被害状況が不明確だっただけに、毎日

更新される被害状況について情報収集・提供をしていまし

たが、そちらがやや落ち着きはじめると、徐々に日本の安

全性、当面の経済見通し、及びエネルギー政策等への関心

が高まってきたため、そうした情報収集にも力を入れ始め

ました。

　加えて、州政府等に対してはこちらから訪問し、被害状

況、日本の放射能汚染対策や今後の経済見通し等について

Tokyo  0.5 mSV 
(＊1)

Stadt Fukushima 11.4mSV 
(＊1)

München  0.7 mSV 
(*4)

Durchschnitt Deutschland  2.1mSV 
(*2)

Durchschnitt Weltweit  2.4 mSV
(*3)

Schwarzwald (BW)  18mSV
(*2)

Tokyo (vor der Katastrophe)  0.47mSV 
(＊1)

Anmerkungen
※1 Basierend auf Untersuchungsergebnissen des MEXT vom 12.07.2011
※2 Focus Online Artikel vom 13.03.2011
※3 MEXT
※4 Daten des Bundesamtes für Strahlenschutz vom 12.07.2011
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東京が安全であることを示すために作成した資料のひとつ。2011年7
月時点の数値から推算した東京の年間放射線量はミュンヘンのそれよ
りすでに低い数値となっている。

（出典）日独各当局発表データより筆者作成

電力不足懸念を払拭するために作成した資料のひとつで、原発稼働率
（折れ線）と電源構成別電力供給量推移を表したグラフ。2011年3月以

降、原発稼働率は急激に低下したが、火力発電による発電量（オレン
ジ色）を増加させ、全体の供給量には大きな影響を与えてない。

（出典）資源エネルギー庁発表データより筆者作成
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での輸出入事務手続期間が長くなり、足の速い食料品など

は輸出が困難な状況になりました。私自身もミュンヘンに

ある日本食材取扱店を愛用していたのですが、陳列棚から

商品が消え、非常に残念な思いをしました。

　食料品以外のものについては日本、EU双方で検査義務

が無かった（日本では企業の任意による検査申請を各自治

体が受け付けていた）ため、上述のような化粧品や自動車

部品の風評被害対策はほとんど企業の自助努力のみとなら

ざるを得ず、心苦しい思いをしました。

　東日本大震災に対する義援金は各国赤十字社で受け付け

ており、日本赤十字社を通して各地方公共団体に分配され

ています。外務省でも各在外公館に義援金受付窓口を設け、

受け付けた義援金は日本赤十字社に送金しています。外務

省によれば、平成24年6月30日時点の在外公館が受け付

けた義援金総額は、約88億円となりました。

　また、現地ドイツ人や在留邦人も被災地支援を目的とし

た様々なチャリティイベントを企画していたのですが、例

えばミュンヘン交響楽団によるチャリティコンサート等に

後援という形でミュンヘン総領事館が支援しました。

　さらに、東日本大震災に対して各国政府、企業、個人と

多くの方から様々なご支援をいただきましたので、震災か

ら1年が経過したタイミングで、ご支援いただいた皆様に

謝意を示すために、全在外公館にて追悼・復興レセプショ

ンを開催しました。ミュンヘン総領事館では、謝意を示す

だけでなく、1年が経過した被災地の復興状況のプレゼン

テーションや日本産品（被災地産の日本酒）の紹介を行い、

また福島県と友好提携しているバイエルン州シュタットベ

ルゲン市在住の福島県しゃくなげ大使（日本人女性）にも

基調講演を行っていただきました。

（8）日本政府への不信感

　前述のとおり、大災害に遭遇した中で知らない人たちが

助け合う日本人の姿は非常に感動的であり、改めて日本人

の国民性をすばらしいと感じたドイツ人が多くいた一方

で、国家公務員として非常に残念なことなのですが、日本

政府への不信感は募る一方でした。特に、原発事故に関し

ては、日本政府は不利な情報、つまり安全性が疑われる根

拠となるような情報を隠匿していると思われているようで

す。その根拠は、例えばメルトダウンに関して早期に予測

できていたにもかかわらず、その可能性を否定し続けて対

応が後手になってしまったことなどが挙げられます。ドイ

ツでは、常に最悪の状況を想定し、それをどのように回避

するか、又は被害を最小限に食い止めるかを議論すること

を是とするため、上記のように事態を楽観視し（あるいは

悲観的情報を隠匿）する日本政府のやり方はとても賛成で

ていません」と張り紙をするレストランもあったほどです。

日本酒についても、欧州に出荷しても売れ行き見通しが怪

しく、採算性を考えて日本の輸出業者が輸出をやめてしま

うケースも聞きました。

　そして、化粧品についても大きな影響が出たと聞いてい

ます。化粧品は肌に直接触れる製品なので、かなり敏感な

反応があったようです。日本の某化粧品メーカーがドイツ

でアンケート調査を行ったところ、多くの女性回答者が日

本製化粧品を使わない、と回答したそうです。

　さらに、電化製品や自動車部品についても影響がありま

した。南ドイツには、BMW、アウディ、ダイムラー等世

界的な自動車メーカーがあり、それらに自動車部品を納入

する日本企業も多く進出しています。自動車部品のほとん

どは中国やアジア諸国で製造されていますが、高度な技術

を要する一部の部品については日本で製造してドイツに輸

入しています。そのため、顧客企業の放射能検査の求めに

応じて、あるいは自発的に放射能検査を行った企業もあり

ました。ある企業からは直接的な売り上げに影響は出な

かったものの、新たに負担が増加した、と聞いています。

　このような状況から、少しでも風評被害を食い止めるた

めに、日本とEU双方の検査態勢、及び日本での産品ごと

の検査結果等についての広報に努めました。つまり、日本

から輸出される食料品がEUに輸入される場合、まず日本

の当局発行の放射能検査証明書の添付が義務づけられ、次

にEU税関においてもEU当局が実施する放射能検査が実

施されますので、この二重チェックにより欧州内で流通す

る日本食材は安全が担保されている、と説明して回るわけ

です。

　しかし、この二重チェックによって安全が担保される一

方、これまでと比べるとEU域内で日本食材が流通するま
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サプライチェーンが早期復旧し、輸出への影響を最小限で食い止めた
ことを示す資料のひとつで、主要分野別輸出額推移。震災直後はサプ
ライチェーンの寸断によって自動車（部品含む）の輸出（青色）が大幅
に減少したものの、その2ヶ月後にはほとんど回復している。

（出典）統計局発表データより筆者作成
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これでいいものだと思うようになりました。帰国後、早速

満員電車で通勤しましたが、周りを見ると皆さん朝から疲

れていたり、イライラしているように見えて、ドイツの穏

やかな生活のほうが実は人間らしい生活ではないか、と感

じました。

（2）ミュンヘンのビールとオクトーバーフェスト

　ドイツと言えば、ビール、ソーセージ、じゃがいも、ザ

ワークラウト、でしょうか。ハイ、私もたっぷり堪能しま

した。ドイツは地方によってビールの種類が多様ですが、

ミュンヘンではやはりなんといっても白ビール（ヴァイス・

ビア）がおすすめです。実際は白いわけではありませんが、

明るい色の少し濁ったエールビールで、フルーティで飲み

口はやわらかく、特に日本人女性には高い人気です。もち

ろん男性でもおいしく感じられ、私もほとんど毎晩ヴァイ

ス・ビアを愛飲していました。

　ソーセージはドイツの代表的な料理（？）ですが、実はソー

セージに限らず、豚料理が代表的な料理になります。シュ

バイネ・ハクセ（豚のすね肉のロースト）、シュバイネ・

ブラーテン（豚のロースト）、シュバイネ・シュニッツェ

ル（豚のカツレツ）などが有名です。この他に、ヘンデル（鶏

のロースト）という鶏料理があり、こちらもバイエルン地

方が誇る料理です。噂では、鶏を使う某米ファーストフー

ド店がミュンヘンに進出する計画が持ち上がった際、バイ

エルンにはすでにすばらしい鶏料理があるのだからそのよ

うな店舗を開く必要はない、と市民運動があったそうです。

私の滞在中に市内で数店舗見かけたのですが、確かに他地

域と比べて少ない気がしましたので、噂は本当かもしれま

せん。

　ちなみに牛肉はあまりおすすめしません。レストランな

ら話は別ですが、自分で焼いて食べるには非常に硬く、スー

パーで買うなら輸入牛肉を買うことをすすめます。

きるものではない、という意見をよく耳にしました。

3. ドイツでの生活

　最後に、ドイツでの生活や習慣等について、いくつかの

トピックに絞ってご紹介します。

（1）ドイツの休日

　ドイツでは、法定休日、いわゆる国民の祝日は合計14

日あります（州によっては10日ほどしかないところもあ

ります）。日本の祝日は15日ですので、基本的にはドイツ

の祝日数は日本より少ないことになります。そして、いわ

ゆる仕事始めは1月2日からで、仕事納めは日本と同様に

12月28日となりますが、多くの労働者は12月25日の祝

日から有給休暇と合わせて、いわゆる年末年始休暇を取得

します。日本のゴールデンウィークに相当するのは4月の

イースター休暇（土日前後の金曜、月曜の合計4日間）に

なります。

　法定休日は日本より少ないのですが、この他に州ごとに

定められた学校休暇というのがあります。実は、ドイツで

仕事をしていて、この学校休暇なるものが曲者でした。学

校休暇は、春休み、夏休み、秋休み、冬休みとあるのです

が、州ごとに時期も期間も異なります。そこまでは良いの

ですが、問題は子供の学校休暇に合わせて親も休暇を取得

し、長期旅行に出かけてしまうことです。うっかり学校休

みのことを失念していると、担当者が2週間不在となって

仕事が進まないことがありますので注意が必要でした（ド

イツでは休暇中の業務引継がされていないことがよくあり

ます）。

　休暇には観光やアクティビティに精を出す日本人とは対

照的に、ドイツ人は、休暇はリラックスするための時間と

して位置づけています（もちろんアクティブに動く人もい

ます）。そのため、普段の生活や仕事の疲れを癒すために

長期休暇を取得して、アルプスや北欧等のコテージに滞在

し、読書や湖畔散策などしています。ちなみに、日本では

考えられないことですが、ドイツでは有給休暇はすべて消

化しますし、消化できない場合は上司からなぜ休暇を取得

しないのかと責められてしまいます（これは文化的なもの

のみならず、法的に労働者が強く保護されている背景が関

係していると思われます）。

　また、ドイツは閉店法により、日曜日はレストランや一

部の店舗を除いて、営業が禁止されています。そのため、

日曜日は自宅か公園などにでかけてゆっくり過ごすという

ことになります。週末に私的な活動をする日本人にとって

は、このシステムに最初は戸惑いましたが、こうして何も

しない時間を過ごすことで気持ちも穏やかになり、これは
白ビール（右）とダーク白ビール（左）。スタイリッシュな白ビール専
用グラスに入れて飲むのが一般的。
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は特に苦情は出ていませんでした。

　オクトーバーフェストはビール祭りではありますが、子

供連れや未成年もたくさん参加しています。というのも、

このお祭り会場にはビールテントだけでなく、移動遊園地

も併設されているのです。お子さん連れでも充分楽しめま

すので、ご家族で是非オクトーバーフェストに参加してみ

て下さい。ただし、ご両親がビールを飲んだ後に遊園地に

行く場合は注意が必要です。酔った状態で絶叫系のマシン

に乗ってしまうと、マシンが動いている最中に阿鼻叫喚と

なることがあります。

（3）日本食事情

　日本食は今や世界でも人気の食文化となっていますが、

ドイツでも同様のことが言えます。未だに生魚が苦手とい

うドイツ人もいますが、それも少数派となり、特に寿司は

大人気です。ただ、残念なことに、ミュンヘンでは（他の

都市もそうかもしれませんが）中国人や他の外国人経営の

ファーストフード的な寿司屋が多くあり、日本人からする

とこれは寿司ではないでしょう、というものが提供されて

いるので、それを食すドイツ人が寿司とは安くて手軽に食

べられるスナックのようなものだ、と日本の食文化を誤解

してしまうおそれがあります。

　また、ミュンヘンについて言えば、近年は進出日本企業

や在留邦人数が増加傾向（過去10年で倍増）にあり、その

ため、日本人を相手にした日本食レストランも増えてきて

います。総領事館の近くにも和食レストランが2軒あり、

よく利用していました。そして、2011年には待望のミュ

ンヘン初のラーメン専門店が開店し、北海道から麺を輸入

した本格的な日本のラーメンが食べられるようになりまし

た。このお店はデュッセルドルフにあるラーメン店の2号

店なのですが、開店の情報があっという間にミュンヘンの

日本人コミュニティ中に噂が広がり、多くの日本人が開店

を心待ちにしていました。かく言う私も非常に楽しみにし

ていたのですが、キッチンで火を使わないドイツでは、営

業許可がなかなか下りず、予定から数ヶ月たってからの開

店となりました。その後は、2週間に一度のペースで通う

ほど依存してしまいました。

（4）高速道路（アウトバーン）

　ドイツの高速道路は、速度無制限で有名ですが、実際に

は区間によって制限があり、むしろ無制限区間の方が短い

ように思います。また、制限速度も80㎞/h、100㎞/h、

120㎞/hと段階があり、それも天候などで変更されるこ

とがあるので、常に電光掲示される速度制限には気をつけ

なければなりません。実は、恥ずかしながら私もめまぐる

しく変わる速度制限を見落としてしまい、オービスで撮影

　さて、皆さんがミュンヘンとビールの2つのキーワード

から連想するのは、オクトーバーフェストではないでしょ

うか。今では日本各地でオクトーバーフェストと銘打った

イベントが開催されておりますので知名度もかなりあると

思います（オクトーバーの冠にもかかわらず10月以外に

も普通に開催されていますが）。オクトーバーフェストは、

ミュンヘンにて毎年9月中旬頃から約2週間の期間で開催

される世界最大のビール祭りです。今では世界各国から

600万人以上の観光客が押し寄せる一大観光イベントに

なっていますが、もともとは秋の収穫を祝う収穫祭でした。

このフェストでは、フェストでしか味わえないアルコール

度数8％のビールが提供され、ジョッキも1リットルサイ

ズが主流です（500mlサイズもあります）。バイエルン地方

の民族衣装を着たパワフルなお姉さんが、このジョッキを

大量に持って歩く様子は写真やテレビでご覧になったこと

もあるのではないでしょうか。ところで、このお姉さん達、

このビール祭りで相当稼ぐそうです。1杯のビールにつき

1ユーロのチップが相場なのですが、毎回10個のジョッ

キを運ぶだけで10ユーロ、それを1日に50回運ぶと500ユー

ロ（約5万円）です。これを2週間毎日続けると、約70万

円の稼ぎになる計算です。したがって、回転を速めるため

に、自分の担当のテーブルで酔っぱらって寝てしまうお客

や、悪質に騒いで周りに迷惑をかけているお客を見ると、

警備員を呼んでつまみ出してしまう豪傑もいるようで、私

の滞在中にも1人の日本人が10杯以上のビールを飲んだ

末（それも凄いことですが）、暴れてつまみ出されたこと

がある、と聞いたことがあります。皆さんも気をつけて下

さい。また、仕事の合間にビールを飲んで、夜には酔っぱ

らいながら給仕をしているお姉さんもいました。日本の

サービス業では考えられませんが、これもお祭りながらの

無礼講なのでしょうか。一部の日本人はぶつぶつと文句は

言うものの（酔っぱらってサービスの質が低下するので。

しかし日本人気質から直接文句は言えない）、それ以外に

オクトーバーフェストテント内にて。他省庁のドイツ語圏赴任同期と。
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品が一時入国者の帰国後もEU域内に残される場合であっ

て、それらの物品の価値の合計が430ユーロ以上である場

合には課税対象となります。欧州に旅行に行くとき、新品

のデジカメやノートPCは課税されるから箱から出してお

け、とよく聞きますが、これは包装されたままだと、EU

域内で譲渡・販売される可能性がある、とみなされる可能

性があるからです。

　また、おそらくEU域内のすべての空港で同様だと思い

ますが、空港出口は緑の通路と赤の通路に分かれており、

課税申告する場合には赤の通路を、申告する必要がない場

合には緑の通路を通ることになっています。このとき、緑

の通路を通過すると「課税申告対象物品を持っていない」

ことを宣言したことになり、その後の抜き打ち検査で課税

対象物品を持っていることが判明すると、故意過失に関わ

らず脱税の意思ありと見なされ、物品の押収、罰金、悪質

な場合には数日間拘留されることがありますので、もしか

したら課税対象物品を持っているかもしれないと思ったと

きには、赤の通路を通り、税関職員に自分が税金を払う必

要があるか確認してもらうと良いでしょう。

（6）犬との生活

　私は日本でミニチュアダックスフントを飼っていました

ので、彼ら（2匹います）もドイツに連れて行きました。

ドイツに行く前に、よく周りから「犬に優しい国に連れて

行くんですね。いいですね〜」とか「ノーリードで散歩し

てもOKなんですよね。うらやましい〜」とか言われまし

たが、実態は少々違います。たしかに、犬OKのカフェも

多いですし、ノーリードで散歩している方も多くいました

が、彼らの飼い犬を見てみると、みな徹底的にしつけがな

されているのです。逆に言えば、徹底的にしつけられてい

るからこそのノーリード、カフェでの放し飼いOKなのです。

日本の愛犬家からすると、きっと可哀想に思うくらいのし

つけがなされており、日本人が言う「犬に優しい国」（＝甘

やかす？）というのとはやはりちょっと違うと感じました。

ただし、ドイツ人も犬への愛情が大きいことは変わりあり

ません。こんなことを聞いたことがあります。ある独り暮

らしの日本人が大型犬を飼っていました。その日本人は日

本人らしく愛情を注いでいた（甘やかした？）ため、ちょっ

としたことでも吠える犬だったそうです。仕事で忙しく遅

くまで帰宅できない状況が続いたとある日、夜遅く帰宅す

ると飼い犬の姿がありませんでした。その代わりに、手紙

が投函されており、そこには「毎日犬が吠え続けており（←

飼い主が長時間不在で寂しかったようです）、散歩にも連

れて行っていない様子（←ドイツでは毎日5回散歩させる

のが普通なのですが、この方は仕事で忙しく長らく散歩さ

せられなかったようです）。虐待の可能性があるため、犬

を保護しました。○○動物保護施設より」と書かれていた

されたことがあります。また、追い越し車線で後続車が前

方の車を追い越したい場合、日本では前方の車が車線変更

するまで待ちますが、ドイツでは前方の車が常に後続車の

スピードを意識し、迫ってくる後続車がいるときは早めに

車線変更する習慣があります。もし後続車に気がつかない

でそのまま走行していると、後続車は前方の車は車線変更

するものとして突っ込んでくることもありますので非常に

危険です（大体はパッシングされますが）。つまり、速度

無制限区域で例えば自分が180㎞/hで走行していても前

方にだけ集中していれば良いわけではないので、大変恐怖

を覚えます。ちなみに、よく抜かされる（200㎞/h以上で

走行している）車の車種は、ほとんどがアウディでした。

　それから、ドイツからオーストリア、フランス、スイス

などの隣国にかけては、高速道路も繋がっています。国境

には出入国管理をしていた時代の名残の建物があります

が、今はシェンゲン協定加盟国間の移動はゲートも何もな

く、スルーできてしまいます。しかし、ドイツ以外の国は

高速道路が有料なので、気をつけなければなりません。ド

イツ国内のサービスエリア等で、これから向かう国の高速

道路通行券を購入し、フロントガラスに貼り付けなければ

なりません。料金は区間によってではなく、期間によって

決められています。つまり、10日券、2ヶ月券、1年券と

いう具合です（オーストリアの場合）。1回しか使わない場

合でも10日券を購入する必要がありますが、料金は1000

円しない程度ですので負担には感じませんでした。

（5）通関手続

　EU域外からEU域内に物品を持ち込む場合、入国時に

輸入税を支払う通関手続をする必要があります。原則、旅

行者や日本からの出張者（一時入国者）の荷物は免税にな

りますが、例えば現地知人へのお土産などのようにその物

ミュンヘンからアルプス方向に向かう高速道路。
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そうです。近所の方が犬を心配して通報したんですね。そ

れにしても鍵を壊して無断で家屋に侵入してまで保護する

とは。ちなみに、これは極端な事例（だと信じたい！）で

すし、違法行為ですので念のため。

4. 最後に

　正直に言えば、ミュンヘン総領事館の在任中は、知財関

連業務以外の業務が全体の業務に占める割合は95％以上

だったと思います。しかし、一方で知財以外の経済案件に

広く関わることができたおかげで、知財制度を大局的な見

地から俯瞰してみることができ、それが経済の中の一要素

でしかないことを感じ取れた非常に有意義かつ貴重な経験

をさせていただきました。

　また、東日本大震災に関する業務を通しては、国家公務

員としての使命感を強く感じることができました。海外在

任中に東日本大震災が発生し、私は海外で日本人として何

もできない状況に非常に歯がゆい思いをしました。そして、

在ミュンヘン総領事館の領事（経済担当）である私にしか

できないことは何か、それは、現地政府、企業、ドイツ人

等に日本の経済情勢、エネルギー事情、安全性等について

調べ、正しく迅速に伝えることによって、不本意な日本離

れを防ぎ、少しでも日本経済への打撃を回避することであ

る、と思い至りました。その後、日本の経済情勢等を調べ

ては資料を作成・更新するという毎日が続きましたが、そ

の作業を通して日本の現状を把握するにつれ、日本が震災

から復興し、世界に取り残されないためには新たな持続的

な経済成長モデルの策定が急務である、と強く感じました。

そのような思いから、私が特許庁意匠審査部に戻ってから

も、意匠行政が日本経済の成長にさらに寄与できる方法は

ないか、と考えるようになりました。

　帰国してみると庁内では、ヘーグ協定加盟や画像保護に

向けての検討が積極的に行われており、さらには特許庁

2020でもデザイン・ブランド戦略が大きな柱とされるな

ど、意匠行政に関する議論が活発化していました。このよ

うな潮流が追い風となり、将来的にデザイン業界が活性化

し、それによって中小企業を中心とする日本産業界が活力

を取り戻すことができれば、意匠行政官としてこれほど嬉

しいことはありません。

　今後、企業間の技術の差が無くなってくれば、消費者の

購買決定要素としてデザインは益々重要になってきます。

それは、デザインの良し悪しが企業の売り上げに今まで以

上に直結することを意味します。日本の経済成長にデザイ

ンが寄与できる可能性が十分にあると考えられますので、

デザインが復興から再生、成長までのプロセスの一躍を担

えるよう、今後の業務に励んでいきたいと思います。

　最後まで拙文におつきあいいただきましてありがとうご

ざいました。
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