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これは標記月報の短評を要約し、若干のコメントを付けたものである。ドイツに関心を持

つ人々の参考になれば幸いである。 
▽ 景気の現状 

○基調：活力を欠く年の始まり 
 ドイツ経済の年開けは、金融市場の落ち着きと企業の景況感の改善で覚醒した期待を下

回ってしまった。工業生産は 1 月、2012 年第 4 四半期の軟弱な地合いから免れることが

出来ず、受注は目に見えて減少した。しかしこれが建設業界の業績で或る程度まで相殺

された。つまり建設の本業が、一部天候の影響を受けて、低かった 12 月の水準に達する

ことが出来なかったが、しかし仕上げ工事は盛況裡に拡大した。 
 

2013 年の迷走したスタートは、ドイツに於ける経済活動の復活の展望を疑問視するもの

ではない。ifo(ドイツの経済研究所)の景気アンケート調査は、2 月再び事業環境の一段の

改善を示している。取り分け、輸出期待が再び鮮明に上昇している。また生産への期待

感が、はっきりと広がりを見せている。それと共に、1 月輸入が 2 カ月に亘る極端に弱い

伸びから騰勢に転じた。そして企業は更に追加して雇用を増やしている。更に消費者も

又、労働市場の好転を受け、楽観論を維持している。企業の投資活動に於いては、しか

しながらまだ、はっきりとした改善は見られない。 
 注記：カッコは筆者の付けたもの 

○工業：工業生産の後退 
工業生産は 1 月、暫定報告によると、季節調整済みで 12 月比 1/4%減少した。しかし減

少は専ら消費財産業の報告者の拡大によって多分に過小評価された節がある。中間財生

産が昨年末の落ち込んだ水準から 1/2%のプラスに転じ、少し立ち上がった感が出る中、

資本財は、1 1/2%のマイナスとなり、逆行生産傾向が持続した。2012 年第 4 四半期に比

べ、実際のデータによると、工業生産の上昇率は全体で 1/2%増となった。 
 

国内売上増・海外減； 
工業製品の売り上げは 1 月、季節調整済みで 12 月並びに前四半期比 1/2%減少となった。
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その際、海外向けが 1 1/2%の減少となったが、国内は 1/2%の微小の増加となった。 
 

 輸出・入の微小な回復； 
 輸出は年初に季節調整済みで 1 1/2%と、若干増加した。 輸出は又第 4 四半期に 3/4%の

増加だった。輸入は前月比で力強く 3 1/4%の増加となった。しかし前四半期の平均に比

べると、増加は 1%止まりであった。それは前 2 ヶ月間の輸入が大きく減少したためだ。 
弱い受注； 
ドイツ産業は 1 月、12 月に比べ新規受注の著しい減少を記録した。季節調整済みでみる

と、この減少は広く地域とセクターに広がり、2%になった。著しいマイナスを引き起こ

した要因は、特に 12 月に比べ減少となった機械製造とその他の輸送機器製造の大口受注

の減少だ。このため、月次比較が景気循環を誇張しているようだ。もう一つの重要な要

因はユーロ圏のその他諸国からの自動車需要の 7 1/4%に上る大幅な落ち込みだった。更

に消費財の発注も著しく落ち込んでしまった(－2 3/4%)。これに対し、中間財生産の減少

は 1/2%に止まった。 
 

2012 年第 4 四半期に比べ、受注は全体で 2 1/4%減少した。しかし大口注文の恩恵を受け

たその他輸送機器の生産を除くと、減少率は同じ程度に高いものだった。中間財は 1 1/4%
減少、資本財は 2 1/2%減少した。 

 
1 月の内需は前四半期平均と比べ、殆ど減少しなかったが(－1/4%)、ユーロ圏からの受注

は 2%減少となった。第 3 国(＊非ユーロ圏)からの受注は 4 1/4%もの減少となった。そこ

では大口受注の月割配分が多少なりとも影響した。 
 ＊筆者が付けたもの 

 

○建設業：活動が活発化 
建設活動は 1 月、主たる建設業並びに仕上げ工事の双方を含むデータを収録した数字によ

ると、季節調整後で高い伸びを記録した。より正確に言えば、12 月比で 3%、前四半期比

で 2%である。気象条件に左右される主たる建築業の著しい縮小が仕上げ工事の活発な拡大

と対照的になった。主たる建築業の受注は 12 月落ち込んだ―その後の報告はまだない―そ

の原因は、専ら公共土木工事の新規発注の減少によるもの。 
 
○労働市場 

労働市場は年明け更に改善した。失業は減少、就業の拡大が続いた。国内の就業者数は 1
月、前 2 ヶ月間と同様、力強く上昇した。前年同期比で、就業者は 239,000 人増、年率に

して 0.6％増加した。 
初回測定によると、12 月社会保障義務付き正規職務が再び大幅に増加した。前年比でプラ
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ス 353,000 人となり、年率で 1.2%増となった。ifo 就業バロメーターは引き続き雇用の若干

の拡大を示している。引き続き多くの職場が未充足となっており、これは連邦雇用局の職

場指数にもはっきり現れている。 
 
失業率、実際は不変： 
失業率(連邦雇用局の定義)は 2 月更に上昇 6.9%になった。失業者として登録された人の公

式の数は前月比、季節調整済みでほんの僅か減少した。しかし冬の影響が 1 月の報告期間

後まで出なかったため、基調は尚下方を示すことになると見られる。それにも拘らず、失

業は前 12 カ月を通して増え、年間 46,000 人増となった。保険の恩恵を有する失業者の数

は 104,000 人増加、一方基礎的福利厚生を受ける長期の求職者数は 58,000 人の減少となっ

た。 
 
○物価：国際原油価格が終に大幅な下げ 
1 バレルブレント原油価格は 2 月、1 月平均に比べ 3 1/2%上昇した。しかし 2 月後半、米

国における予想された財政の緊縮と連邦準備銀行に因る債券購入終了の可能性を巡る議論

から物価が著しく下げた。このレポートが出る段階で、原油価格は 108 3/4 ドルとなった。

原油先物価格は 6 カ月物で 2 3/4 ドル、12 カ月物で 5 3/4 ドルのディスカウントとなった。 
 
輸入価格が下げ、生産者価格が上昇： 
輸入価格は 1 月前月比、季節調整済みで、0.4%下落した。この際 2012 年の最後の数ヶ月

間におけるユーロの値上がりが一役を買ったようだ。国内生産者価格は 0.5%上昇、これは

専らエネルギー価格の上昇によるものだ。輸入品価格は、12 月 0.3%上昇した後、年間で

0.8%下落した。この間生産者価格の年間上昇率が 1.5%から 1.7%へ上昇した。 
 
消費者段階での価格上昇は引き続き穏やかに： 
消費者物価は、2 月季節調整済みで月間 0.2%上昇した。即ち石油製品価格が際立って上昇

した一方、食料品が下落した。また工業製品とサービス価格が若干上昇した。消費者イン

フレ率(年)は、ドイツ消費者物価指数で、1.7%から 1.5%に下落、消費者物価指数(HICP、
ユーロ圏で使う)で 1.9%から 1.8%に後退した。 
 
▽公的金融 

法制健康保険制度：2012 年再び法制医療保険が大幅な入超を更新 
法制健康保険機関並びに健康保険基金の合計が 2012 年、前年の 95 億ユーロに引き続き、

再び 85 億ユーロに上る非常に高額な剰余金を計上した。この内法制健康保険機関が 50 億

ユーロ(前年 40 億ユーロ)、健康保険基金が 35 億ユーロ(前年約 55 億ユーロ)を占めている。

連結ベースでみると、法制健康保険制度の収入は 2％を若干上回り、支出は 2.5％超の増加 
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となった。 
 
法制健康保険制度：単位 10 億ユーロ、四半期毎： 
 
2012 年法制健康保険機関の収入(主に健康保険基

金からの配分)は年間 3％強増加した。これに対し

支出の伸びは 1/2 パーセンテージ・ポイント減少

した。特に年末、通常ピークを迎える支出増が小

さかった。これは多分、前年と違いクリスマスの

全祝日がウイークデイになったこと(2011 年と違

い)、そして更に 2013 年初頭の診療訪問報酬の廃

止が患者に医師の予約を先送りするよう促した

ことも、恐らく一部原因となっているようだ。 
注記：黒の折れ線グラフ；収入、同青；支出。下段棒線

グラフ；＋が黒字、－が赤字。 

健康保険基金と健康保険機関の合計(連結ベース)、各四半期の暫定結果。 
 
全体として、法制健康保険機関の支出は、健康保険基金からの配分レベルを確定する際、

基準として使われた 2011 年秋策定の当初想定 (＋4.5%)を遥かに下回るものとなった。更

に 2011 年の支出基準は、当時考えたものより遥かに低いものであることが分かった。法制

健康保険機関の大幅な黒字は、この様に専ら支出の過大予測によるものである。このため、

法制健康保険機関の準備金は 2012 年末 150 億ユーロ強に膨張した。 
 
好調な保険料収入だが、健康保険基金への連邦政府補助金は減少 
健康保険基金の支出(専ら法制健康保険機関への配分)が 2012 年、前年を 3.5%強上回った。

一方収入の伸び率は 1 パーセントポイントの減少となった。しかしながら保険料収入は、

好調な雇用と賃金によるものだが、3.5%強の増加となり、予想を上回った。これに対し連

邦財務省からの振り替え金は大幅に後退した。補助金は、経済危機克服のため 20 億ユーロ

の特別資金が支払われた前年より減少、153 億ユーロから長期目標の 140 億ユーロへ減額

となった。2012 年末、健康保険基金の流動性準備金は新たな剰余金が入り、130 億ユーロ

に増加した。 
 
悪化するだろうが、予想以上に期待される今年の金融 
今年健康保険基金への連邦政府補助金は 25 億ユーロ削減され 115 億ユーロとなった。そし

て 2014 年には、105 億ユーロへの減額が計画されている。2015 年には法律で定められた

140 億ユーロに向け、配分が再び増額されることになっている。診療訪問料の廃止が、永久
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にこの制度に年間約 20 億ユーロの追加負担を齎すことになる。これに伴う健康保険収入の

減少は、その積立金が充分である限り、健康保険基金により埋め合わされる。2012 年秋の

予測は、法制健康保険機関が 2013 年収支均衡するものと考えた；即ち、健康保険基金から

の配分は、健康保険機関の支出予想を丁度カバーする水準に決まる。しかしながら、基金

の収入は、その支出責任を果たすのに十分ではないことが分かった。その結果積立金を取

り崩さなければならなくなるだろう。全体的に見て、これは法制健康保険制度全体で、若

干の赤字が生ずることになるだろう。しかしながら、2012 年末の保険料収入水準が一段と

向上したこと、そして保険機関の支出が秋に想定された水準を大幅に下回ったことで、一

段と明るい成り行きが目下のところ実現しそうだ。これは多少の相対的変化があるにしろ、

政策当事者達がその他の目的のため想定以上の成果を抜き取ろうとする多年の欲望を抑え

切ることが出来れば、年を越えてベースライン効果として継続することになっている。し

かしながら予知できる黒字は恐らく、昨年の数字より遥かに小さなものになるであろう。 
 
連邦政府の補助金削減は充分説明されなければならない 
法制健康保険金融に於ける連邦政府の分担は法制健康保険機関競争力強化法で、将来を見

通して年間 140 億ユーロと定められた。法で定められた連邦政府の補助金の正当性は、そ

れが法制健康保険機関に、具体的に列挙されてはいないが、社会全体に関連した職務の金

融を可能ならしめる、と言うものであった。これらの補助金(資金の移転)の如何なる削減も

連邦財政の軽減に寄与するがしかし、―立法者の意図を斟酌すると―それらが又保険に無

関係な便益が法制健康保険制度への配分に因って少なくとも一時的に賄われる結果となる。

この様な対策は、補助金が永久に減額される場合に限り、構造的意味で連邦予算の真の救

済となり得る。この際発生する金融負担は公的保険加入者全体で担わなければならないだ

ろう。これに関連して、連邦政府補助金で賄われた保険に無関係な便益に関する透明性の

ある、詳細な一覧表が、信頼のおける計画の基礎を創出するであろう。これが賦課金負担

を連邦財政から切り離し、保険者を連邦政府に因る度重なる場当たり的介入から守ること

になろう。 
 
社会介護保険(公的長期介護保険制度)：2012 年は若干の金融劣化 
2012 年若干の黒字を記録した社会介護保険制度は、年次ベースでみると微量の金融悪化と

なった。収入は 3.5％と騰勢に上昇したが、しかし 4.5％増となった支出ほど迅速ではなか

った。就業者保険料の力強い増加(4％強)は、好調な雇用と賃金の傾向に呼応するものだっ

た。2012 年央の年金増額の結果勢いを得たが、対照的に通年の年金受給者保険料の伸は著

しく鈍化した。2012 年初頭の平均で 2％弱となった給付率の上昇は支出率加速の主要な要

因であった。 
 
保険料増額に因る軽減が、高まる便益で間もなく食い尽くされる 
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2013 年は金融面での改善が見込まれている。それは保険料率が 1.95% から 2.05%(子供の

無い人のケースでは更に追加して 0.25％)に引上げられる結果、追加の歳入が、便益の範囲

拡大、特に痴呆症患者に対して、に因る追加支出より当初高くなくなると思われるためで

ある。長期的に見ると、しかし直近の改革は社会介護保険制度の保険料率の一段の引上げ

に向けた、既に顕在化している構造的圧力を強めることになる。 
 
公的長期介護保険制度金融： 
注記：折れ線グラフ(黒)；収入、同(青)；支出。下段：

＋は黒字、－は赤字、暫定四半期ベース 
 

 

 

 

 

 

 

 

▽証券市場 

○債券市場：ドイツ債券市場に於ける総発行量の増加 
ドイツ債券市場で 2013 年 1 月、起債活動が前月に比べ粗倍増した。総計で国内債の発行は

2012 年 12 月の 741 億ユーロと比べ、1282 億ユーロと急増した。尤も前月と比べ明らかに

増加した償還を差し引き、更に発行体の自社保有分の増減を考慮すると、国内債の流通量

は 143 億ユーロの減少となった。外債はドイツ市場で、ネットベース 158 億ユーロ発行さ

れた。その結果全体ではドイツ市場における債券の流通量は 15 億ユーロの増加となった。 
 
公的機関に因る資本市場の資金調達は殆ぼ不変 
公的機関は１月債券市場の債務ポジションを、12 月ネットで 248 億ユーロの債券を償還し

た後、殆ど高めなかった(＋1 億ユーロ)。連邦政府(関連する清算機構を含む)は 1 月資本市

場でネット・ベース 16 億ユーロを調達した。その際、政府は 5 年物国債(51 億ユーロ)、2
年物国債(47 億ユーロ)、そして 30 年物国債(9 億ユーロ)を発行。同時に 10 年物国債 60 億

ユーロ、割引財務省証券 12 億ユーロをそれぞれ償還した。州は州債をネットで 15 億ユー

ロ返済した。 
注：アンダーラインは筆者の補足 

 
金融債の償却 
金融機関は 1 月、前月(201 億ユーロ)に比べ小額ではあるが、国内債を更に 89 億ユーロ償
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還した。結局最大の返還は公的抵当証券(135 億ユーロ)で起きた。ここ数年来その流通量は

下降気味であった。そしてその他金融債は仕組み債であった(16 億ユーロ)。特殊金融機関

債はネット・ベースで 65 億ユーロが新規に発行された。 
 
事業債 
国内企業は、前月社債で同額の資金調達を行ったが、今回(1 月)資本市場での資金調達をネ

ット・ベースで 55 億ユーロ減少させた。最大の落ち込みはその他金融機関による長期債(39
億ユーロ)の償還であった。 
注：アンダーラインは筆者の補足 

 
主な投資グループは国内のノンバンク 
投資サイドで見ると、1 月国内のノンバンクが社債投資(77 億ユーロ)活動を活発化した。海

外投資家は、対照的に 17 億ユーロの利付き債を売却した。国内金融機関の社債保有残高は

26 億ユーロ減少した；彼等は国内債(75 億ユーロ)を売却、そして外債(49 億ユーロ)を購入

した。 
 
○株式市場 

ドイツ企業の株式発行 
ドイツ株式市場で 2013 年 1 月、7億ユーロの新株が発行され、その大部分が上場企業によ

るものだった。更に 39 億ユーロの外国株式がドイツで販売された。ドイツの金融機関は、

レヴュー月(1月)の買い方の主力で、58 億ユーロ相当の株を購入した。国内のノンバンク

も、並行して株式残高をネット・ベース 46億ユーロ増やした。これに対し海外投資家はド

イツ株を 58 億ユーロ減らした。 

注：アンダーラインは筆者の補足 

 

○投資信託 

2013 年 1月、前月(191 億ユーロ)より少ない 119 億ユーロが国内投資信託に流入した。流

入は主に機関投資家用特別ファンドを潤した (105 億ユーロ)。一般投資家用のミューチャ

ル・ファンドでは、取り分け混合型証券ファンドとオープン型不動産ファンド(それぞれ 9

億ユーロと 7億ユーロの流入)が、提供された。外資系ミューチャル・ファンド会社はドイ

ツ市場でファンドの一部 33 億ユーロを販売した。投資信託は国内のノンバンクと金融機関

により(それぞれ 124 億ユーロと 29億ユーロ)購入された。海外投資家はドイツの投資信託

をネット・ベースで売り越した(1億ユーロ)。 

 

▽国際収支：経常収支の黒字縮小 

ドイツの経常収支は 2013 年 1 月―暫定ベースで―113 億ユーロの黒字となった。この数字
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は前月の水準を 90億ユーロ下回るものだった。その要因は、サービス、所得、そして経常

移転からなる”目に見えない”経常取引が赤字に戻ったことである。これに対し、貿易収

支の黒字は若干増加した。 

 

海外取引が上昇 

連邦統計局の暫定測定によると、1月の貿易黒字は前月比 16 億ユーロ増加、137 億ユーロ

となった。これに対し、季節及びカレンダー調整後で見ると、12 億ユーロ減の 157 億ユー

ロに後退した。その際、輸出は 1.4％増加、輸入は 3.3％拡大した。輸出・入は季節調整済

みで、2012 年の最終第四半期の平均をそれぞれ約 1％上回った。また輸出品も輸入品も若

干価格が下落した。 

 

“目に見えない”経常取引の三つの分野全てで状況悪化 

“目に見えない”経常取引は、12月 101 億ユーロの黒字を計上した後、1月は 6億ユーロ

の赤字になった。それは 3分野全てで大幅に収支が悪化したためであった。経常移転収支

の激変が最も大きく、それが前月の 4億ユーロの黒字から一転、51億ユーロの赤字を計上

した。これは、受け取りサイドが 12 月に、EUの補助金の支払いで、通常非常に高額になる

ことを反映している。サービス勘定は、前月に比べ 40億ユーロ減となり、9億ユーロの赤

字となった。その背景には、主に 12 月の ITサービスからの非常に高額な受け取りの減少

があったが、しかし同じ様に保険サービスと外国旅行勘定の相当大きな減少も影響した。

専ら有価証券投資の配当金支払いが増加したため、国境を越える所得の黒字は 66 億ユーロ

から 54 億ユーロに減少した。 

 

国内投資家に因る外国証券の購入 

国際金融市場で、2013 年 1 月も強気のセンチメントが続いた。国境を越えた有価証券投資

への資本輸出は引き続き純増となった(301 億ユーロ、12 月は 368 億ユーロ)。これは専ら

ドイツの投資家が、外国の債券、短期証券、株式を総計 224 億ユーロ、海外で購入したた

めだ。その際、彼等は特に債券に注目した(158 億ユーロ)。その内 113 億ユーロが―ほぼ全

てユーロ建て―債券と短期債、そして 45 億ユーロが MMF に向かった。追加して彼等は外国

の株式と投資信託に投資した(それぞれ 33 億ユーロ)。逆に海外投資家はドイツ証券を処分

した(77 億ユーロ)。彼等は第一に株式(58 億ユーロ)を、そして取り分け長期の民間債(17

億ユーロ)を売却した。 

 

ドイツ企業の海外直接投資 

直接投資の分野では、前月資本の流入(44 億ユーロ)が見られた後、1月証券投資と同様に

資本の純流出(38 億ユーロ)を記録した。一つにはドイツ企業が海外事業を拡大(35 億ユー

ロ)したことがこの急変に影響した。その際彼等は株式資本の形態で海外店に金融を行い、
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そして収益を再投資した(それぞれ 63 億ユーロと 42 億ユーロ)。これに反して、グループ

内金融取引はドイツにある親会社への資金流入となった(70 億ユーロ)；ここで以前海外店

により取得された融資の返済が重要な役割を演じた。反転は外国企業でも行われた。つま

り彼等は 2012 年 12 月事業を拡張した後(28 億ユーロ)、ドイツでの直接投資を若干縮小し

た(約 3 億ユーロ)。これに関連して、グループ内金融取引を経て引き出された 23 億ユーロ

が 18億ユーロに上る収益の再投資と対照的になった。 

 

その他投資はネット・ベースで資本輸入に 

銀行預金やその他資産と同様金融及び貿易信用(直接投資に計上されない限り)からなる、

他の統計上記録された投資は、1月 396 億ユーロの純資本流入となったが、しかしノンバン

クの取引は純資本流出となった(186 億ユーロ)。これらの取引は大部分が企業と個人による

もので(199 億ユーロ)、彼等は―年初に通常見られるように―先ず最初に外国で銀行預金を

積み増したのだ。これとは対照的に銀行システムは 582 億ユーロに上る資本流入を記録し

た。この際、金融機関は海外から合計 221 億ユーロの流入を経験した。残りの 361 億ユー

ロは連銀により、専ら大口決済取引制度 TARGET2 の枠内にある債権の減少として説明され

た。 

外貨準備 

連銀の外貨準備資産は１月―取引価格で―若干の増加となった(5 億ユーロ)。 

 

コメント・資料等 

① このレポートを読む限り、現時点でいずれの分野でもドイツが大きな問題に直面してい

るようには思えないが以下課題に付いて、日本の事例も交えながら若干ふれることにし

た。又原文がドイツ語のためデータの類は保険関係のみ注記を付けて掲載した(月報は

主なセクションに詳細なデータ(図表)を載せている)。代わって国際比較のできるデー

タを参考までに部分的に添付した。合わせ参考にして頂きたい。 

② 主要国別経済予測(IMF & OECD) 

 

  出所：IMF 日経(2013/4/17)           出所：日経(2013/4/19) 
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③ ユーロの対円・ドル相場の推移 

 

出所：日経(2013/4/1) 

④ 主要市場の株価・PER(株価収益率)動向 

 

出所：日経夕(2013/4/9)                      出所：日経(2013/1/22) 

⑤ 国別投信残高 

ドイツでは個人金融資産に占める株式の比率が諸外国

と比べ歴史的にも非常に低い。基本的には各種長期債

と預金が中心。それは伝統的にインフレ嫌悪感が強く、

連銀の中核的政策がインフレ対策が最重要課題である

ことからも分かる。単なる CPI の動向ばかりでなく、

資産インフレ(バブル)に対してもアレルギー反応を起

こす国民性があるためだ。そのことが結果として国際

価格競争力を惹起すると確信しているのだ。 

株式と債券の中間的商品である投資信託に対しても上

述の様にアングロサクソン系やフランスなどと比べる 

出所：日経(2013/2/4)     と基本的に馴染んでいるとは言えない。 

⑥ 健康保険勘定 

ドイツでも国民健康保険制度の統合に向けた改正が長年にわたり行われてきた。筆者の

駐在時にも改正があった。1970 年代後半になると、日本からの多くの企業派遣社員は公

的医療保険から民間の医療保険に移行する動きが出た。 
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法制健康保険では治療費等は(歯科は別)保険でカバーされ、日本の様に一定料率を被保

険者(患者)が追加負担する仕組みとは異なる。ここでは高額医療、薬の過剰投与の問題

はあまり起きていないように見える。 

その結果、ドイツは先に見た様に、法制健康保険制度(連結ベース)で、現在のところ大

きな問題もなく運営出来ていることは大いに注目されてよかろう。体験的な話になるが、

ドイツでは医者はやたらと薬を処方しない。社会全体として予防と免疫力アップにその

重点が置かれているようにさえ思える。 

⑦ 介護保険 

日本の介護保険制度は、1995 年に始まったドイツの制度を参考に制度設計が行われたと

言われる。我が国の場合は保険料の外に税(国、地方)が投入されている。それでも介護

士などの処遇に大きな問題があって、雇用のミスマッチ、サービス・施設・人手不足な

ど様々な深刻な課題を抱えている。 

ドイツでは財源は原則保険料 100％だ。更に被保険者の範囲は日本より遥かに広い。保

険料は 23歳以上の医療保険制度の全ての被保険者に対して、給与の 2.2％が課せられる。

そしてレポートの様に基調的に黒字ベースが続く。 

我が国の場合は、被保険者、患者等の視点からではなく、勘定の収支改善を最優先した

仕組み・運営になってしまった(後期高齢者医療保険、介護保険の導入)。 

⑧ ユーロ圏の資産分布：集計；ECB、家計当たり資産の平均値・中央値の割合(1000 ユーロ) 

 

出所：ドイツの有力紙 faz.net(2013/4/10) 

昨今欧州で話題を集めたテーマの一つは、”ドイツ人は本当に貧しいのか？”である。

日経(2013/4/16)に掲載された英ファイナンシャル・タイムズ紙(FT)の｢ドイツ人の資産

が”少ない”わけ｣を読まれた方も多いと思う。この基になっているのが上記の表と思
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われる。表が不鮮明で読み辛いが、注を付けてみた。 

＊左端；国名、上からルクセンブルグ、キプロス、マルタ、ベルギー、スペイン、イ

タリア、フランス、オランダ、ギリシャ、スエーデン、フィンランド、オーストリ

ア、ポルトガル、スロバキア、ドイツ、最後がユーロ圏平均。 

＊青；平均値、赤；中央値 

＊右から 3行目；家計の住宅所有比率、同 2 行目；年間家計当たり総収入(中央値、単

位 1000 ユーロ)、右端；同(平均値、単位 1000 ユーロ) 

○FT のコメントの一部 

   ドイツの 1世帯当たり純資産平均が 20 万弱ユーロに対し、スペインは 30万ユーロ、

キプロスは 67万ユーロだ。調査が示すのは冨の格差ではなく、ユーロ圏諸国の間に

事実上の為替レートが存在していることだ。 

  ＊尚この件については、スペースの関係その他もあり、ドイツの見解を含め改めて後

日紹介したい。 

  ○反ユーロ新党 

   ドイツ人の血税がユーロ圏諸国の放漫な経済・財政運営により発生した危機救済に

注入されることに対するドイツ人の反感は根強い。 

   次にその関連記事を紹介する：ベルリン＝時事(出所：日経夕 2013/4/24) 

   ｢4月23日付ドイツ紙ビルト掲載の世論調査結果によると、ユーロに反対する新党｢ド

イツのための選択肢｣の支持率が 9 月総選挙で議席獲得に必要な得票率と同じ 5％に

達した。同党は 2 月に結成され、今月 14 日に結党大会を開いた。｣ 

⑨ 国際収支 

ドイツの輸出シェアーはこの図が示す様

に中国に抜かれる前までは米国を抜き世

界第 1位であった。そこには明確な産業政

策と国家戦略が読み取れる。先進国で、経

済発展の成熟化に伴い、貿易赤字が発生、

それを貿易外収支の黒字で補填するパタ

ーンが見られる。しかしドイツは一貫して

貿易収支の黒字基調を維持拡充する方針

を貫いている。この面で日本に貿易・国際

収支戦略があるのか、再考の余地もあろう。 

(了) 


