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＊ドイツでは「グローバル・ニッチ・トップ」（Global Niche Top ; GNT）ではなく、 「隠れたチャンピオ
ン」（Hidden Champion）を用いているので、本資料もそれに倣った。 
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○ドイツは日本と同様、製造業を主力産業とし、人口減少・少子高齢化が進行。1989年に
東西統一、西独に比べて生産性が約1/3の東独2千万人を抱え込む。景気が大きく落ち込
み、「欧州の病人（Sick man of Europe）」と呼ばれた。だが今やユーロ圏で最強の経済
力、「欧州経済のエンジン」「独り勝ちのドイツ」と呼ばれるまでに経済再生に成功。 
 

○もし、ドイツの手法が日本にも導入可能なら、日本も再び力強い産業競争力が可能にな
るのではないか、との問題意識で現地調査。 

現地調査は、驚きの連続。日本では当たり前と信じていたことがドイツでは違っていた。 
 
 例； ドイツ企業の多くは、陸続きで隣接する低コストの東欧諸国に工場を移転せず、コストが高い  
    ドイツ国内で生産し輸出する方を経済合理性の下で選択。 
 

    ドイツでは、中小企業が大企業を凌ぐパフォーマンスを発揮。 
 
 
＊ ドイツの2012年の人口は8,052万人。2002年が人口のピーク、その後、毎年約10万人ずつ減少、  
  合計特殊出生率は2011年1.36（EUの平均は1.57）。・・・日本よりも出生率が低い 
 

＊ 2008年末時点の外国人は725万人、総人口に占める割合は8.8％。1位トルコ25.1％、2位イタリア7.8％、3位 
  ポーランド5.7％。ここ数年、頭脳労働者の流入が増加。 

 ■ 1 はじめに 
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○ 製造業、特に中小企業の輸出振興に取り組み、輸出主導による経済成長が定着。 
   経常黒字の対GDP比は、旧西ドイツ時代よりも大きい。 
 

   ＊内需は、人口減少・少子高齢化の影響で極めて弱い。 
 

○ 失業率は、欧州先進国のなかでも極めて低い。特に若年失業率の低さが際立って 
   いる。ほぼ完全雇用を実現（失業率、2012年5.3％）したことは「ドイツの奇跡」と呼 
   ばれている。 

 欧州主要国の実質GDPの推移                   ドイツの需要項目別のGDP 
                         出典）ニッセイ基礎研究所 

    ドイツ                                輸出 

 ■ 2 ドイツのマクロ経済の動向 
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   ドイツの経常収支対GDP比                                 ドイツの失業率の推移 
                      出典）ニッセイ基礎研究所、通商白書2013 
   欧州主要国の失業率の推移                          欧州主要国の若年層及び全体の失業率 

 ドイツ 
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○ ドイツでは、国内生産が増加したが、製造業での国内雇用がほぼ維持され（生産性上
昇分が輸出に回ったと推察）、かつ製造業以外での雇用が増えたため総雇用が増加。   
一方、 日本は製造業での雇用減少分を製造業以外で吸収できていない。 

製造業の業種別生産
額（名目）の推移 
出典）通商白書2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
業種別の就業者数の
推移 
出典）通商白書2012 

  日本                        ドイツ 
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○ 2013年のモノの貿易総額は世界第3位の貿易大国。 
 

     モノの貿易総額；1位中国4.2兆ドル、2位米国3.9兆ドル、3位ドイツ2.6兆ドル、4位日本1.5兆ドル 
     サービスの貿易総額；1位米国1.1兆ドル、2位ドイツ0.6兆ドル、3位中国0.5兆ドル、6位日本0.3兆ドル 
 

○ 輸出品目はドイツが強い国際競争力を有する工業製品。輸出先はBRICS。 
    特に中国向け自動車の輸出が大きく伸びている。  
     2014年は貿易黒字2.17億€と過去最大（輸出11.3億€、輸入9.16億€）。自動車は生産の3/4が輸出。 
 

○ 全輸出額に占める中小企業の割合は約20％（日本は約3％） 

      ドイツの輸出入の対GDP比の推移               主要国におけるGDP当たりの輸出額 
       出典）ニッセイ基礎研究所                        出典）通商白書2013  

 日本の4倍 輸出 
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                                            ドイツから中国向け輸出金額の推移  
                        出典）通商白書2012、ニッセイ基礎研究所 
 
    ドイツの輸出相手国地域の変化（2000→13年）            ドイツの輸出相手国地域の推移  
                                                                                             

 
 
 
 

BRICS向けは増加 
新興国向け 

ＥＵ向けは減少 
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                                       主要各国の輸出及び対外投資における中小企業の               
                                       割合     出典）通商白書2012 
 
        中国の消費者が最も好きな外車                                
           出典）通商白書2012 
 
                                                                                                          各国の中小企業の定義 
 
      法人税   所得税   所得税  
               最高税率  最低税率 
1998年 45％     58％    25.9％ 
2000年 40％      51％       22.9％ 
2005年 25％      42％       15％ 
 
            ドイツ税制改革2000（2001年1月施行） 
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○ 国家財政を見ると、「シュレーダー改革」で法人税を20％引き下げて企業を身軽にし、 
  所得税を引き下げて消費を喚起。その後、一時期、財政赤字が膨らんだが、順調な経 
  済発展の結果、税収が増え、2012年以降は財政黒字を継続。2015年にも財政均衡を 
  実現し、赤字国債発行を46年ぶりに停止する見通し。 

        ドイツの一般政府歳出入の推移           ドイツの一般政府財政収支の推移及び内訳 
                        出典）ニッセイ基礎研究所 
 



11       将来展望及び地域競争力マップ 出典）プログノス研究所  

ミュンヘンやデュッセルドルフといった大都
市が経済成長するのは当たり前。ドイツの
特徴は、地方にまで強い経済力を持つエリ
アが面的に広がっており、かつ経済状況が
厳しい北ドイツや旧東独のなかにも強い経
済力を持つ地域が点在。これが日独間の
地域経済構造の決定的な違い。 

http://ryouready.files.wordpress.com/2009/11/germany_by_unemployment.png


○ ドイツ経済は、2012、2013年、欧州通貨危機に引っ張られて減速したが、潜在成長

率、総需要ともにファンダメンタルズは健全、2014年の需給ギャップはわずか0.8％。 

 ■ 3 ドイツ経済の将来予測 

                    （注）グラフ内の数字は欧州委員会「秋季見通し」の14年のＧＤＰギャップ予測値（資料）欧州委員会経済財政総局 
                            ＡＭＥＣＯdatabase 

        ＜ ドイツ ＞                     ＜ フランス ＞ 

        ＜ イタイア ＞                   ＜ スペイン ＞ 

予測 



13 

○ 中小企業は、大企業を凌ぐペースで成長、付加価値及び雇用者数の双方で大きく成 
長。失業率低下に貢献したのも中小企業。このためドイツにおいて中小企業は国の経済
の屋台骨を支えるという意味を込めて「ミッテルシュタンド（Mittelstand）」と呼ばれてい
る。 
 

○ 中小企業の特徴は、①外国指向が強い「隠れたチャンピオン」が圧倒的に多いこと、 
②それが大都市に集中せずに全国各地に点在していること、③そのROAが大きいこと、
④Family owned company （家族経営、同族経営）が95％と多いこと。 

欧州各国の中小企業の付加価値と雇用の増減率（2008→2012年）           隠れたチャンピオンの数 
縦軸；付加価値の変化率  横軸；雇用者数の変化率  出典）ニッセイ基礎研究所 

ドイツ 

ドイツ 

 ■ 4 ドイツの中小企業の動向 

       隠れたチャンピオン＝Hidden Champion 
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     各国製造業の付加価値額の伸び率 （2002→2011） 

  出所）欧州委員会「SME Performance Review」 、 
     「工業統計」からみずほ総合研究所作成 

 
 
 
 
 
 

                                   日独のROA比較 

隠れたチャンピオン（Hidden Champion）の定義； by Dr.ハーマン・サイモン（Herman Simon） 
1 世界市場で3位以内に入るか、各大陸市場で1位。市場の地位は一般的に市場シェアで決まる. 
2 売上高が40億ドル以下 
3 世間からの注目度が低い 

○ 日本の中小企業の多くは大企業の下請であるため、ROAは低いが、ドイツには系列が
なく、中小企業は高付加価値商品を販売するため、ROAが高いと考えられている。 

ドイツ 
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  ドイツにおける規模別の被雇用者数の推移 
      出典）通商白書2013、内閣府                  欧州主要国における被雇用者数の推移 
 
  欧州各国のROA                 欧州各国における規模別の付加価値の伸び（2005-2011）   

中小企業 
ドイツ 

ドイツ 
        ドイツ 
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隠れたチャンピオンの地域への
点在  出典）通商白書2013 
 

           ドイツの中小企業の所有形態  
      出典）通商白書2013 
 

 
全規模全産業での日独コ
スト構造の比較 
出典）内閣府 
 

家族所有95％ 

中小企業 
 
 
出典）IKB経済研
究所、ジェトロ 



17 

○ シュレーダー政権は、製造業が失われれば国家が崩壊してしまうという大きな危機感
を背景に包括的なマクロ経済改革を断行。2003年、労働市場と失業保険制度改革、年金
制度改革、健康保険制度改革、賃金協定柔軟化、減税の一連から成る「アジェンダ2010」
を発表。第二次シュレーダー政権では、支持母体の労働組合の反発を受けながらもハルツ
委員会の提言に基づく労働市場改革を推進。 
 

○東西統一後、失業率が飛躍的に高まり、東欧諸国から安価な製品が流れ込み、製造業
が東欧に移転しようとする圧力が高まったため、製造業の東欧移転を防ぎ、国内で生産し
輸出した方が利益が出るようなビジネス環境を作り上げる必要に迫られた。（注1） 

ドイツにおける低賃金労働者及び有期労働者の割合の推移       各国のジニ係数の推移  
        出典）ニッセイ基礎研究所                       出所）OECD   

■ 5 ドイツ連邦政府によるマクロ改革 

   日本 
 
 
 
 
 
          ドイツ  

名称 施行 内容 

ハルツ 

第Ⅰ・Ⅱ法 

03年 失業者を派遣労働者として登録する人材サービス機関設置 

個人企業の設立を通じた自立支援プログラム導入 

所得税や社会保険料を部分免除する低賃金労働制度（ミニジョブ）導入 

ハルツ 

第Ⅲ法 

04年 連邦雇用庁、雇用局の改組と機能強化（数値目標の設定、説明責任、サービス

多様化、民間との競争促進） 

労働市場改革法 04年 失業手当の受給期間短縮（最長32カ月→原則12カ月） 

解雇制限法の改正（小企業の適用除外範囲の一部拡大） 

労働者派遣法 04年 派遣期間の制限撤廃 

ハルツ 

第Ⅳ法 

05年 長期失業者向けの失業扶助と社会扶助（生活困窮者向け）の一部を統合、新た

な失業給付制度を創設 
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○ 1990年代末、ハーバード大学マイケル・ポーター教授が「産業クラスター」を提唱し、 
  2000年頃に世界中に普及。ドイツ地方政府は、中小企業振興策として産業クラスター 
  を積極的に導入、ドイツ全体で産業クラスターが普及。ドイツ国内には恐らく数百の産 
  業クラスターが存在すると思われるが、全体像の把握は困難。 
 

○ ドイツ型産業クラスターの考え方； 中小企業は1社だけでは弱い存在であるため、  
  自社が不得意とする機能は、他の企業・機関と一緒に組めば、擬似的に大企業と同 
  等の競争力を得ることが可能、産業クラスターはそのための場を与えるところ。（注2） 

  出典）ヒアリングに基づき岩本作成 

■ 6 ドイツ地方政府によるミクロ改革 

ドイツには、オープンイノベーショ
ンの土壌がある。 
 
ドイツでは中小企業が集まると、
すぐ「一緒に何かをやろう。」とい
う話になると聞く。 
 
展示会も一緒に仕事が出来る
パートナー探しにやってくると聞く。 
日本企業のブースには若いエン
ジニアしかいないと不評の様子。 



19 出典）ヒアリングに基づき岩本作成 
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○ ドイツの中小企業は、マイスターと呼ばれる職人の技能によるものづくりのレベルは高 
  いので、その前後の工程である「新製品開発」「海外販路開拓」の工程で、特に強い支 
  援を行い、全工程を強い競争力レベルにまで高めようというもの。 
 

○ A層は、日本・ドイツともに隠れたチャンピオン又はそれに近い存在。ドイツは、中間層 
  Bを隠れたチャンピオンに育成することに成功。それが、ドイツの全国各地で多くの強    
  い中小企業が活動している背景と言える。 
 

○ ドイツの産業クラスターは、ドイツの中小企業や地方政府の意識・行動様式が反映さ 
  れた制度設計が成されている。（注3、注4） 

出典）ヒアリングに基づき岩本作成 
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             ブレーメン州ブレーマーハーフェン市の産業クラスターWABの活動の様子 
                      WAB ; Windenergie Agentur Bremerhaven                              出典）ＷＡＢ 

              WABが会員企業を率いて見本市に出展している様子  WINDFORCE 2014, Bremen, 17-19, June  
 
            会員向けセミナー                         会員による視察ツアー 
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                                  ＷＡＢの懇親会 
 
                WABは2002年に16社で発足、現在の                     
約440            会員は約400社 
                事務局は商工会議所が兼務                             
 
                                WABが定期的に発行している情報誌 
 
 
                

      
               ＷＡＢのパーテイ 
 
 
                             ＷＡＢの事務局 
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○ ドイツの産業クラスターでは、日本では想定されなかった活動も行なわれている。 
 

1 各地域のクラスター間競争 
 

 企業はどこのクラスターに参加するか自由。人気のないクラスターからは参加企業が
撤退。連邦政府は、「先端クラスター・コンペティション」を実施し、選定された15個の
「トップクラスター」に予算（1ヶ所当たり数十億円規模）を付けるなどの手法で、強いク

ラスターをより強くし、競争を加速。そのため地方政府は、企業が集まるようなクラス
ターに知恵を絞っている。 
 
2 クラスターが外国企業の投資を誘致 
 

 当地に投資すれば、良好なビジネス環境がある、としてクラスター自身が外国企業を
誘致。ドイツでは優良クラスターは、外国企業からの投資誘致の重要なインセンテイブ。 
 
3 成功体験の共有化 
 

 同分野に属するクラスター事務局どうしが定期的に広域的な交流会を実施、様々な
試みの体験を発表しあうことで、１ヶ所の成功体験が各地に波及。 
 日本では広域的な地域間交流がなかったため、TAMAプロジェクトの成功体験が全国に広まらなかった。 
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○ 産業クラスターの中の中核的機能である新製品開発を支援するイノベーションの 
  源泉として、フラウンホーファー、ヘルムホルツ、ライプニッツ、マックスプランク、総合  
  大学・工科大学などが各地域にきめ細かく存在。 
 

○ このなかでも欧州最大の「応用研究・結果重視」の研究機関であるフラウンホーファー 
  研究所（以下、FhG）の存在感が大きい。（注5） 

研究所数   67       17       89       82   
職員数   23,000人    35,700人   17,000人   17,000人 
     出典）フラウンホーファー研究所年次報告2012   

企業からの新製品開発受託にお
いてFhGが行う活動範囲  
出典）ヒアリングをもとに岩本作成 
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○ FhGは、非営利、研究所数67、職員数23,000人、年間収入19億ユーロ、収入のうち約 
  1／3が企業からの受託収入であり、残りは連邦政府から提供される基礎資金など。 
  
○ FhGのミッションの1つとして、R&D機能を持たない中小企業のために自身が有するイ 
  ノベーションノウハウを提供し、産業界のために働くことを使命の1つとし、最終的に売れ 
  る製品化を掲げている。 
    FhGは、フラウンホーファー氏の意思を体現する研究所として1949年に設立。 
     2000年頃以降、ドイツ企業が積極的に海外進出を始めて以降、国際競争力のある製品を開発するため、 
     FhGに対するニーズが強まっている。 
 
○ FhGが通常、企業からの受託により実施する活動は、製品企画、製品開発、設計、実 
  証機開発である。 
 
○ ドイツでは地域に立地する研究所・大学は、産業界に貢献する方向にシフト。（注6） 

－ FhGの職員が独立して起業するケースも多く、ドイツでの起業人材の主要供給限になっている。FhGへの
インタビューによれば、FhGの人事方針として、産業応用の経験を積ませ大企業に幹部として再就職するか、
または起業して成功するというキャリアパスを作っているとのこと。 
 
－ FhG職員のうち約6千人は大学院生であり、企業との共同開発に従事する。彼らが企業に就職することで、
FhGが基礎研究と企業との「橋渡し」機能を担っている。また企業に入った彼らがFhGとの共同開発を率先す
ることで、FhGの売上げも増える。 
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0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000

1959 1969 1979 1989 1999 2004

                2007   2008   2009  2010   2011 
 
全売上高M€   1320   1401   1617  1657   1849 
 対前年比     ＋11％   ＋6％ ＋15％  ＋2％   +12%  
職員数 人     14348  15823  17907  19002  20326 
 

フラウンホーファー研究所の最近の売上高及び職員数の推移 
 
 
フラウンホーファー研究所の長期的な職員数の推移 
出典）フラウンホーファー研究所 
 

アーヘン工科大学繊維技術研究所の収入構成 
 
ドイツ国内で就職先として最も魅力のある機関 

産業界から
の収入が約
1／3 
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        経済振興公社による海外販路開拓支援 
 

 ドイツでは、地方政府の下に「経済振興公社（Business Development GmbH）」がある。
地方政府が100％株式を保有する株式会社であり、経済部門の実働部隊である。 
 
 経済振興公社の最も重要な業務は、「企業誘致」と「輸出振興」である。このため、産業
クラスターの活動の一環として位置付けられているか否かに関係なく、中小企業の輸出
振興支援は、経済振興公社による活動が最も大きい。 
 
 ザクセン州政府経済雇用運輸省外国貿易・投資・展示会課長ステファン・ブラックマン氏
に対し、同州の外国輸出支援策についてインタビューを行ったところ回答以下のとおり。 
 
 
 “中小企業の輸出に対する支援はザクセン州の経済振興公社（職員約50人）が実施し
ており、支援策の大きな柱は2つある。 
 

 第1は、外国の展示会への出展に対する支援である。平均年14回、外国での展示会に
出展している。出展する中小企業に対し、1社1展示会当たり5,000€の補助金を出してお
り、企業の自己負担は30～50％程度となっている。 
 

 第2に、地元中小企業の製品を購入してくれそうな外国企業を探して引き合わせている。
例えば、インドの企業のなかから、ザクセン州の中小企業が作っている部品を購入してく
れそうな企業を探しだし、実際に双方を引き合わせている。” 
 

  



         公的資金により研究機関の技術力を常に向上 
                      ↓ 
 
     中小企業が地元の研究機関・大学に足繁く通い、新製品を開発 
 
       外国へ出て行く ↓    （循環）     ↑ 国内へ戻る 
 
    地方政府、経済振興公社、クラスター中核機関等が地元の中小企業を 
    率いて外国の展示会に月1回程度のペースで出展 
       ・新製品のプロモーション 
       ・ブースを訪問する企業との対話で世界市場ニーズ把握 
 
                      ↓ 
                隠れたチャンピオン 育成 
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○ 以上のプロセスを図にしたもの。イノベーションが地域から常に生み出され、新製品 
  が継続的に市場に輩出され、企業の売上げが伸びて成長する「地域イノベーション・ 
  サイクル・システム」と呼ぶことができよう。 
 

○ Made in Germany の名に相応しい高い技術力を持ち、かつ世界市場で売れる製品を 
  開発し、それを世界市場で売っていく、という意味で、極めて原則に忠実。 
 

○ ドイツの企業競争力は、企業と地方政府が一体化した総力戦として発揮。 

出典）ヒアリングに基づき岩本作成 
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 ＜インタビューから感じられた地方政府の動機＞ 
1 企業が移転されると最も困る者が最も頑張る。 
2 住民を幸福にしないと住民が逃げ出す。 
    旧東独のある地域では若い女性がほとんどいなくなった一帯があるとのこと。R副市長の一言。 
 
 ＜インタビューから感じられた地方政府の狙い＞ 
1 地方政府にとって、企業の競争力強化そのものが直接の目的ではなく、地元で企業活動し、
お金を稼いでもらい、地元から雇用し、地元にお金を落としてもらうことが本来の目的。 
2 ドイツ国内で企業活動すれば確かにコストは高いが、それを上回る利益を稼げるビジネス環
境を提供すれば、低コストの東欧に移転せず地元に残ってくれる筈。 
 
【現地調査により、これまでに把握した地方政府による主な支援策】  
1 産業クラスター活動に対する助成 
2 許認可等事務手続きの迅速化 
3 優秀な人材の供給（総合大学、工科大学、専門大学、職業訓練校） 
4 広くて安い土地・入居施設の整備 
5 アウトバーン、空港、港湾、鉄路等交通インフラの整備 
6 プロトタイプの試験所の整備、実証実験場の提供、FhG等研究所の立地 

○ 中小企業の競争力強化は、地方政府が主に実施。 
 

○ マイスターと呼ばれる職人の育成は地方政府が実施。インタビューによれば、シュレー 
   ダー改革の最中、地方政府は、労働者の配置転換や再就職を促進するため、職業訓 
   練に多額の予算を投じたとのこと。 
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 ドイツ企業は、成長しても、ほとんど移転せず、小さな工場から始めた創業当初の地域
に立地し続け、地域雇用を守る傾向がある。隠れたチャンピオンも創業当初からの場所
から移転しないため、全国に広く分布している。インタビューしたドイツ人の多くからは、
移転すると競争力が失われることを経営者はよく知っている、だから移転しない、と回答
が返ってくる。 

例えば、バイエルン州でいえば、インゴルシュタット（Ingolstadt）に立地するアウデイ（Audi）、ヴォルフスブルグ
（Wolfsburg）に立地するフォルクスワーゲン（VW）、ヘルゾゲナウナッハ（Herzogenaunach）に立地するアデイダ
ス（Adidas）などがある。これらの都市は、大きな地図でなければわからないほど小さな都市であるが、そこに本社と
主力工場を置き、世界に向けて出荷している 
 
【仮説1】 ドイツ人は自分が生まれ育った地域を愛しており自分の家族が何世代にも渡って住み続けているので故
郷への思い入れが強い。都会の大学を卒業しても故郷に帰って働きたいと願い、古くからの友人を失いたくないと思
う。そのため地元の企業に家族何世代にも渡って企業に勤め、企業の運命と家族の運命が共同体になっている。そ
のため、その地域に住む住民らがみんなで力を合わせて会社のために頑張る。 
 

【仮説2】 ドイツの中小企業では家族所有が多く、隠れたチャンピオンでは95％になっているが、多くで所有と経営の
分離が行われており、若くて優秀な経営者が高給とストックオプションを得てきりもりしている。だが所有者は、地域に
住んでいるため、所有者の住居から離れた場所に移転することは所有者が同意しない。 
 

【仮説3】 企業が成長する過程で、周囲に立地する企業や研究機関との間で協力連携のネットワークが出来上がり、
一種の企業グループが形成されるため、大企業並の競争力を有することが可能になる。もし移転すれば、ネットワー
クが切れ、1社のみとなり、競争力が失われてしまう。 
 
ドイツにおいて外国指向が強い隠れたチャンピオンが生まれてきた歴史的経緯に関し、以下のような仮説がある。す
なわち、1980～1990年代まで西ドイツ国内の市場が成長しており、外国指向が強い隠れたチャンピオンはほとんど
存在していなかった。だが、2000年以降、東西統一や人口減少・少子高齢化のためにドイツ国内市場が厳しくなり、
かつEU域内の市場統合が成され、中国等新興国市場が拡大したため、生き残りをかけて外国市場の開拓に多くの
中小企業が積極的に進出した結果、現在のような外国指向が強い隠れたチャンピオンが育っていった。 
 



○ 現在、ドイツでは、国内に拠点を持つ製造業、特に自動車と中小企業の国際競争力
を将来に渡って維持向上させるため、政府、学会、産業界、研究機関、大学等国を挙げ
てIndustrie4.0に取り組んでいる。 
 

○ 世界中の工場内の機械設備や製品をスマート化し、インターネットに接続することに
より、1)消費者の如何なる要望にも応える一品生産を可能にする「柔軟性」、2)人間を介

することなく、機械自身が「自律的」に「最適化」することで、飛躍的な「生産性の向上」が
図られる。      

■  7 ドイツ第四次産業革命  Industrie 4.0 

ドイツが国を挙げてIndustrie4.0に取り組んでいる国内事情； 
 

－ 人口減少・少子高齢化により、熟練技能を持ったマイスターが減少、彼らの技能を 
   早く機械に継承しなければならない。 
－ 再生可能エネルギーの拡大により、電力価格が上昇している。 
－ コストが安い旧東欧諸国への工場移転を防がないといけない。  
－ アジア新興国が台頭し、ドイツの地位を脅かしつつある。 
－ アメリカの製造業が国内回帰を始めており、製造業への本格的な競争力強化に取り 
   組もうとしている。 
－ ドイツは経済発展しなければならない『宿命』にある。 
   「欧州の病人」と呼ばれた時代に逆戻りは出来ない。ユーロ経済圏を守るべき立場  
   にある。景気が減速すると移民問題が噴出してくる 
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世界中の機
械どうしがイ
ンターネットを
介して会話す
る 
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 ■ 8 現地調査   バイエルン州レーゲンスブルグ市（Regensburg） 
○ 人口わずか15万人の市政府が20数年間で作り上げた近代的工業都市・輸出基地、 
  製造品の約60％を海外に輸出。1人当たりGDPがドイツ国内6位（バイエルン州内1位）  
  の豊かさを実現。（注7） 

 
                                            住宅地     
 
     ドナウ川 
 
                                            ドナウ川 
    旧市街地 
 
                                             工場団地 
 
                                              
     大学群                                  アウトバーン 
 
  アウトバーン 
                                            鉄路 
  工場団地                                     
  
                                              

   市政府は近代的で美しい都市を整備した。 
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－ かつて、「この地は、まるで眠っているようだ」「頑固な官僚主義の要塞のようだ」「眠れる森の美女」
と言われていた。1962年、バイエルン州4番目のレーゲンスブルグ大学が設置され、間もなく専門大学・

テックキャンパスが設置。市民の間から、これらの大学を活用して豊かな生活を得たいとの欲求が高ま
り、それが市政府の政治方針となっていった。 
 
○ 中小企業振興策；  
 同市は家族的経営の中小企業が地域経済を支えている町であり、賃金が40～50％安い
チェコまで1時間の距離。安価な製品が東欧から流入、かつ東欧への強い移転圧力がある。

安価な東欧品と競争しては勝てないため、差別化を図り付加価値の高い製品の開発を目指
すこととした。大学をイノベーション源とする産業クラスターを形成し、強い中小企業の育成
を目指した。東欧品と差別化を図り、ドイツでしか作れない高付加価値品を開発、同市で企
業活動した方がより多くの利益が出るようなビジネス環境の形成を目指した。 
 
○ 大企業誘致策；  
 市郊外に、面積、場所、周辺環境、インフラ、レイアウト等に関する企業の細部に至る要望
を聞き入れた工業団地を整備。アウトバーンと鉄路の交通インフラを整備。大学の卒業生が
地元に定住するよう、同市に優秀な人材がいるとして大企業の企画、開発、設計部門を誘
致。例えば、コンチネンタル社は、タイヤ部門を除き、同市に移転。従業員7,000人のうち新
製品の企画、開発、設計部門に4,500人が働いている。同社は当初、15人の事務所から出
発したが、市政府による約15年間にわたる息の長い誘致努力により、地元の大卒者の多く
が働ける職場が確保された。（注1） 
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○ 第一次、第二次大戦で戦火を受けることなく残った古い旧市街地が2006年に世界遺

産に登録。その美しい古都で学生時代を過ごしたいと若者がやってきて、この地が気に
入った若者が地元に就職可能となった。町の華やかさを創り出す若い女性が多く（女:男＝
51.7：48.3（2001年））、人口が再生産されて増加する好循環にある。毎年約1,500人ずつ
人口が増えている（年率人口増加率約＋1％）。5人に1人が学生という若者の町。 
同市は、前ローマ法王ベネディクト16世の出身地。 
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                                            レーゲンスブルグの人口ピラミッド（2012） 
 
 
   レーゲンスブルグの人口の推移（単位；千人）            Manner男             Frauen女 
     出典）レーゲンスブルグ市統計局                 
                                               

若い女性 
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   レーゲンスブルグの就業者数の推移注）単位；人       レーゲンスブルグの失業率の推移注）単位；％ 
                         出典）レーゲンスブルグ市統計局 
 
レーゲンスブルグ及びバイエルン州のGDPの推移（2002=100）     住民1人当たりGDPの比較（2010年） 
 
 
 
 
 
 
  
          上がレーゲンスブルグ、下がバイエルン州 
                                                         レーゲンスブルグは第１位 
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○ 市政府幹部はインタビューに対し、「東欧への工場移転は予想していたよりはるかに少
なかった。彼らは、東欧の低賃金より、我々が提供したビジネス環境に十分満足したよう
だ。」と述べた。すなわち、企業から選ばれる都市になった。市政府の投資はほぼ回収が
終わり、4～5年後には財政収支は黒字化の見込みとのこと。 
 
－ 同市は、他地域を反面教師として産業構造の転換にも力を注いでいる。今の経済的な繁栄が永
続的ではない、と認識し、将来を担うバイオ産業を育成中。レーゲンスブルグ大学敷地内の医学部に
隣接してバイオパーク（Bio-Park）を設置。 

                バイオクラスター     
     臨床病院 
 
 
        
          医学部        バイオパーク 

バイオパークの入居企業数と売上高の推移 
出典）レーゲンスブルグ・バイオパークGmbH 
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バイエルン州からの輸出品目（２０１１年） 
  
１ 自動車  ４９８億€ 
２ 電機    ２７９億€ 
３ 機械    ２６０億€ 
４ 化学品  １５２億€ 
  

 

バイエルン州からの輸出国（２０１１年） 
  
１ オーストリア   ２８９億€ 
２ 中国         ２７９億€ 
３ 米国         ２５１億€ 
４ イタリア       ２１９億€ 
５ フランス      １８１億€ 
６ チェコ        １４６億€ 
７ 英国        １４５億€ 

 
バイエルン州からの輸出入    出典）バイエルン州政府 

輸出 

輸入 
 
 
貿易黒字 
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【所感 1】 
 
 ドイツ地方政府の考え方は、企業が域外でお金を稼いで来て地元に配って潤すこと、税
収を増やすこと、職があり安定した高収入があることなど経済的な豊かさを与えることが
住民にとっての最大の幸福であり、住民への社会福祉サービスは、そのお金があればこ
そ充実できるもの、すなわち一家の大黒柱としての強い父親像のイメージを求めていると
感じた。経済的豊かさの提供こそが若い女性を惹きつけ、人口増の好循環を実現させる
と考えていると感じた。 
 
 ドイツの地方政府は、優秀な若者や若い女性、企業を誘致し、つなぎ止めておくために
大変な努力をしている。日本の地方自治体でここまで努力しているところを知らない。人
口減少・少子高齢化の下、地域間で優秀な若者や若い女性、企業の取り合いになってお
り、経済合理性の下で勝ち組の地域と負け組が生まれている。 
 
 企業誘致は、生産部門よりむしろ大卒が働く企画・開発・設計部門に重点を置いている
と感じた。地元の大学に来て、当地が気に入り、定住を希望する若者に職を、また都会の
大学に出て行ったが、卒業後、地元に帰りたい若者に職を用意することに熱心である。お
金を稼ぐ能力が高い若者に優先的に地元に残って欲しいという姿勢を鮮明にしていると
感じた。 
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【所感 2】 
 
 かつて「欧州の病人」と言われ、「シュレーダー改革」が行われた頃、国家の危機であ
るとして国民が一致団結して頑張ったようだ。中小企業は、ランプ１個で夜遅くまで新製
品の開発に取り組んだと聞いた。ある地方政府の幹部は、再就職のための職業訓練
にかなり力を入れたと強調した。その結果、いまの経済的繁栄がある。シュレーダー改
革が景気回復に与えた影響は、インタビューした方々の話ぶりからすると、大きかった
ことは確か。 
 
 また、ユーロ安の恩恵を受けてきたこと、欧州他国とは陸続きであること、国際市場
進出に際して言語的なハードルが低いことなども確かに大きな要因であった。 
 
 だが、「シュレーダー改革」や上述したマクロ環境からイノベーションは生まれず、世
界市場で売れる優秀な新製品も生まれず、新たな海外販路も生まれない。 
 
 インタビューした方々は、うるさいくらいに「イノベーション」という言葉を何度も繰り返
していた。このイノベーションに対するドイツ人の強いこだわりこそが、ドイツの産業競
争力が伸びていった最も根源的な原動力だと感じた。 
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 ＊ 日本とドイツの中小企業の行動様式の違い； 
 

○ バイエルン州経済省ロナルド・メルツ局長； 「ドイツの産業クラスターは、受け身であり、
個別企業からのオファーを待っている。」（2014.7）。州政府は「場」「制度」を用意するだけ、
中小企業は自ら積極的にそれらを活用する。 
 

○ 下請けに慣れた日本の中小企業は、何をどうすればいいかわからず、何かをしてくれる
ことを待っていることが多い。 

 ■ 9 ドイツから日本への示唆 

 基本方針） 日本とドイツの中小企業は行動様式が異なるため、ドイツの方式をそのまま輸入しただ
けでは良好に機能せず。 
 
 ドイツには系列がないため、中小企業は自ら市場開拓しなければ生きていけず。そのため産業クラス
ターで「場」「制度」を提供すれば、企業どうしが自主的に話し合って連携を組み、ビジネスを開始。1社
の力は弱いので、企業どおしが組む重要性を理解。地域内で企業間連携ネットワークがあるため、簡
単には工場移転できず。 
 
 日本の中小企業は、系列のなかで、親企業から与えられた仕事だけをこなしてきたため、「場」「制度」
を提供しても、口を開けてぼた餅が落ちてくることを期待。親企業だけを見てきたので、連携した経験が
ほとんどない。企業間連携ネットワークがほとんどないので、簡単に工場移転できる。 
 
 長年に渡って親企業から仕事を与えられることに慣れた日本の中小企業が系列から独立して
独自に新規ビジネスを開始するには、手取り足取り、全ての工程に渡ってきめ細かく支援する必
要あり。 



 日独の中小企業のグローバル展開比較 
 
 
1 日独とも、中小企業は、グローバル展開を行うための人材不足であり、企業単 
  独でグローバル展開を行うのは難しく、公的支援を必要としている点では同じ。 
 
2 ドイツでは、ほぼ全ての商工会議所、産業クラスター、地方政府経済振興公社 
  などが、組織的に支援している。 
 
3 日本では、商工会議所、産業クラスター、地方自治体産業支援機関などは、  
  ドイツと比べれば、「仲良しクラブ」である。 
 

  グローバル化の重要性を認識している責任者がいるところだけが、単独、かつ 
  単発的に実施しているに過ぎない。 
 

  これが日本の中小企業のグローバル展開の遅れの大きな要因である。 
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   ■ 10 おわりに 
 
 
  
我が国が、少子高齢化・人口減少の下であっても、緩やかなインフレを伴う持続的な経
済成長を実現するためには、国外にあっては外貨獲得、国内にあっては産業振興によ
る投資促進、消費拡大及び輸出増を実現することが必要である。 
 

すなわち、コストカットでなく売り上げ増による生産性の向上である。 
 

世界市場で売れる製品を作り、世界市場で売る、という当たり前のことを実行する。 
 

ドイツのケースは、それが政策次第で実現可能であることを証明している。 
 
 
 ご清聴有り難うございました。 
 
 
 
＊ 本稿の誤りは全て筆者に帰します。意見に属する部分は私見です。 
＊ 引用可、ただし引用される場合は出典を明記ください。 
＊ 本稿に関する詳細は、RIETI Policy Discussion Paper「『独り勝ち』のドイツから日本の『地方・中小企業』への示唆」 
   （15-P-002, 2015年3月, 岩本晃一）をご覧ください。 http://www.rieti.go.jp/jp/publications/act_pdp.html  
＊ ドイツ現地調査の詳細は、2013年9月26日のRIETI/BBLセミナーをご覧ください。  http://www.rieti.go.jp/jp/events/bbl/ 

http://www.rieti.go.jp/jp/publications/act_pdp.html
http://www.rieti.go.jp/jp/events/bbl/


“One women to rule them all”,  The Economist, Sep 14th 2013  
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注釈； 
 
（注1） マクロ改革による再分配と格差 
 
（注2） 産業クラスターの恩恵を最大限享受して成長したWpd AG社 
 
（注3） ノルトライン・ヴェストファーレン（NRW)州医療技術分野の産業クラスター 
 
（注4） バイエルン州の産業クラスターの事例 
 
（注5） フラウンホーファー研究所IWSドレスデン 
 
（注6） イノベーションインフラとしての大学の役割 
 
（注7） 現地調査先（その2） ザクセン州ライプチヒ市、ブレーメン州ブレーマーハーフェン市 
 
（注8） ドイツの隠れたチャンピオンと日本のGNTとの行動比較 
 
（注9） ハーマン・サイモン氏による日本と日本企業への教訓（抜粋） 
 
（注10） ハロルド・サーキン氏による助言  
 
（注11） ドイツの地域金融事情  ゲアハルト・ヴィースホイ氏へのインタビュー 
 
（注12） ドイツの地域金融事情  通商白書2013（抜粋） 
 
（注13） ドイツ商工会議所の活動内容 
 
（注14）ドイツ現地調査を終えた後の感想 
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○ シュレーダー改革は、失業率を劇的に引き下げたが、非正規・低賃金者を増やした。 
  2013年9月の総選挙で野党は、これを「格差問題」として攻撃したが、メルケル陣営が勝 
  利。だが過半数に届かなかったため、キリスト教民主・社会同盟と社会民主同盟が連立 
  を組むこととなり、同年11月、後者が選挙期間中に主張していた各制度が導入された。 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

1985 1990 1995 2000 2005 2010

常用雇用

臨時雇用

        ドイツの雇用保護指標の推移 
    （資料）OECD   出典）ニッセイ基礎研究所 

 

－ 地域、職種、国籍を問わず全国
一律で最低時給8.5ユーロの最低賃
金制の導入（2015年1月から段階的
に導入、2017年1月から完全実施） 
 
－ 派遣労働の規制強化（派遣期間
を最長18ヶ月に制限、基幹労働者と
の賃金均等化） 
 
－ 年金支給開始年齢の前倒し
（65→63歳、母親年金、病気退職時
の年金増額 
 
－ 二重国籍の容認 
 
－ 上場企業での女性役員の割合3
割を義務化   
            その他 

（注1） マクロ改革による再分配と格差 

               メルケル首相は3期目、10年目、支持率60～70％ ←シュレーダー改革の果実 
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OECD各国のジ
ニ係数 
（所得再分配前と後） 
 
出典）平成24年度厚
生労働白書 
 

○ ドイツは、再分配前はジニ係数が高いが、再分配後は低くなっている。 
  国家が再分配に強力に介入することで、経済成長の恩恵を国民に広く波及させ、格 
  差の少ない社会を実現。 
 

○ 日本のジニ係数は、所得再分配の前も後も、OECD平均より高い。 
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○ ドイツ人は日本人より労働時間が20％短いが、生産性は日本人より17％高い。 
    1人当たり平均年間総実労働時間（就業者）は、ドイツ1,397時間、日本1,745時間、 
    1人当たりGPDはドイツ41,231ドル、日本35,203ドル（2012年OECD統計）。 
 

○ ドイツは、先進国の中で、雇用者数と賃金の双方とも伸び続けている唯一の国。 
   2014年賃金は対前年比+3.2%と2010年以降最大の伸び。 
 

出典）IKB経済研究所 



49 

（注2） 産業クラスターの恩恵を最大限享受して成長したWpd AG社 
 
ブレーメンに本社があるWpd AG社（Wpd; Wind power development） 社は、風力発電所の設置サ
イトの選定、ファイナンス、土地の買収、環境アセス、建設、機器設備の調達、発電機の運転、維持管
理、修理といった風力発電所の最初から最後まで全ての工程を一括して受注する企業である。例えれば、
日本のホテルでの結婚式のイメージであり、ホテルが提示する選択の中から選びさえすれば、全てホテル
任せでカスタムメイドの結婚式が可能であるのと同様。 また、Wpd AG 社は、自ら適地を選定し、発電所
プロジェクトを企画し、発電会社に売り歩くのである。日本では、およそこのような業務を行っている企業は
存在しない。このような画期的なビジネスモデルを開発した同社は、飛躍的に売上げを伸ばしていった。 
 
Wpd AG 社は、1996年に 2人によって、ブレーメンで設立された。Wpd AG 社が初めて風力発電所を
完成させた事業は、風車2 基、総容量1.2 MW という小型であるが、これで実績を認められ急速に受注
量を増やしていった。社員数は、2004年には45 人となり、2013年には860 人にまで拡大した。2013年ま
でに設置した風車は、1,500基、設備容量2.5 GWを超え、進行中のプロジェクトは19.7 GWとなった。
Wpd AG 社の実力は、直ちに欧州諸国でも認められるところとなり、欧州各国に参入するとともに、2003
年には台湾に、2007年には米州にも進出し、近年、インドと中国にも参入しようとしている。 
 
Wpd AG 社は、ブレーマーハーフェンにある産業クラスターWAB（ Windenergie Agentur 
Bremerhaven ）の会長職を務めている。同社は、各工程で色々な企業と組み、全工程を一括受注可
能になったが、それらの仲間をクラスター内で発見し、Wpdグループと呼べるような企業集団を形成、
Wpd AG 社は擬似的に大企業と同等の競争力を発揮することが可能となった。そのため、Wpd社の幹
部は、ブレーメンから移転すると競争力を失ってしなうため、移転は絶対にあり得ない、とインタビューに答
えた。 
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（注3） ノルトライン・ヴェストファーレン（NRW)州  Medical Technology 分野の産業ｸﾗｽﾀｰ 
    多くの Hidden Champion が存在し、それらの輸出比率は約65%。 
 
出典）  Astrid Becker, Head of Asia Division, NRW INVEST GmbH, The Medical Technology Landscape in NRW and  
           Opportunities in Germany’s Largest Health Care Market,15th May,2014,  
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NRW州には Medical Technology 分野で2つの産業クラスターが存在し、技術的サポートのため、マックスプランク、ライ
プニッツ、フラウンホーファー、ヘルムホルツ、大学など多くの研究機関が立地。 
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ドイツ製品を日本に輸出しようとする場合、日本での販
路開拓、展示会出展等をサポートすることで、ドイツ企
業を支援する駐日ドイツ機関 
日本企業への対ドイツ投資誘致活動も実施している。 

 HWFハンブルグ経済振興公社 

バイエルン州政府日本代表部 

http://www.japan.ahk.de/jp/
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 （注4）  バイエルン州の産業クラスターの事例 
 
バイエルン州（州都：ミュンヘン）は、自動車、機械、電機を主力産業とし、成長率がドイツ国内で最も高く
GDP8.5％（2008-2013）、産業クラスターが最も成功したと言われている。 
 
同州の産業クラスターの支援を受けて隠れたチャンピオンとなった企業は、例えば、空港や店舗のカートの
wanzl社、業務用食洗機のwinterhalter社、車のシートやトップルーフのWebasto社、業務用オーブン
のRATIONAL社などがある。また、バイエルン州で生まれた世界的技術としては、1892年ディーゼルエンジ
ン、1895年レントゲン、1953年スパイクシューズ、1968年ICカード、1995年MP3フォーマットなどがある。 
 
成長産業5分野で19個の産業クラスターを設置、2006～2011年を第1期とし州政府から集中的な財政支
援を行い、第2期は2015年までに自立を促す。 
 
バイエルン州は、「クラスターネットワークが扉を開く」をチャッチフレーズに展開した結果、5,000社以上、28
万人がセミナーやＷＳなどに参加し、これまで700以上のプロジェクトが発足し、3億8000万ユーロの新規市
場が産まれ、4,000人の新規雇用が生まれた。 
 
2007年に連邦政府教育研究省において「先端クラスター・コンペテイション」がスタートした。これまでに3回
の選考会が開かれ15の「トップクラスター」が全国から選ばれた。各トップクラスターには5年間で4,000万
ユーロの資金が提供される。バイエルン州からは、メデイカルバレーEMN、バイオテクノロジー、MAIカーボ
ンの計3つのクラスターが選出された。このうち、MAIカーボンは、政府の支援を全く受けず民間企業だけで
活動を行っているクラスターである。 
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産業クラスターを支える研究所・大学の分布               産業クラスターの組織構造 
                            出典）バイエルン州政府 
        産業クラスターのタイムスケジュール                        バイエルン州の位置 
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国際化の取り組みとしては、バイエルン州政府海外代表事務所の活用、海外視察への参加、国際展示会
への出展、訪独する海外からの視察団や専門家グループとの交流などを行っている。またクラスターはバイエ
ルン州への企業誘致も行っており、19のクラスターが、外国企業との窓口を設置、海外進出を希望する企業
と州政府との会合に参加している。 

 

   バイエルン州の代表的クラスターであるメカトロノクス＆オートメーション・クラスターの組織構造と活動内容 
    出典）バイエルン州政府 
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 （注5）  フラウンホーファー研究所IWSドレスデン 
 
○ ザクセン州（州都；ドレスデン）は、旧東独のなかで最も経済復興に成功した州であり、FhG-IWSドレ
スデンは表面処理加工を研究している研究所である。ドイツが欧州の病人と呼ばれていた1992年に設立さ
れ、2012年の職員数418人、総収入25.8Mユーロである。産業界からの収入が全収入の52％を占め（対
前年比＋30％増）、FhG平均よりもかなり高い。地元の産業界から強く期待されているのがわかる。 
 
○ インタビューに応じてくれたのは、ナノテク技術による表面処理加工を研究している部門の長 
であり、自身でナノテク・クラスターを主宰するアンドレアス・レゾン氏である。 
 
○ クラスターの活動といっても大したことをしている訳ではない。年数回のWS・セミナー等を通じて研究成
果や最新技術動向を紹介するとともに、懇親会等を通じて、50～60人の研究者と会員企業のお互いの理
解を促進する。同氏は、産業クラスター活動にとって、コミュニケーションを通じたお互いの信頼関係の醸成
が最も重要であると強調した。企業の技術者と研究所の研究者が、お互いを良く知った信頼関係のなかで、
企業側から「実は当社はこういったことで困っている」「それでは我々の研究所の技術で、こういう新しい製
品を開発しませんか」、研究所側から「我々はこういった技術をもっています」「それならこういう製品を開発
して欲しいのでよろしくお願いします」、 という話になるとのこと。 
 
○ レゾン氏はクラスター参加企業を率いて展示会に出展している。開発した製品を世界に向けて販売し
なければ、隠れたチャンピオンにはなれず、単なる隠れた企業で終わってしまう。展示会に出展する目的は、
新製品をプロモーションすることと、ブースを訪問した企業と直接会話することで世界市場ニーズを把握し、
次の新製品開発につなげること。 
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                                                     FhG-IWSドレスデンの収入 
      FhG-IWSドレスデンの外観                                   出典）FhG-IWS 
 
1階に展示している開発された新製品群  出典）岩本撮影 

産業界から
の収入 
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○ レゾン氏が主催するクラスター活動のなかで、FhG-IWS ドレスデンが2012年に顧客から受注した新製
品の開発事例について紹介があった。ダイヤモンドのように硬い炭素を表面に塗布するDLC( Diamond-
like carbon coating )技術は、摩擦が少なく耐摩耗性が高いとして産業界から注目されていた。そこで
FhG-IWSドレスデンは、VTD社からの受注に基づき、従来の3倍の耐摩耗性を有するta-C ( tetrahedral 
amorphous carbon coating) 技術を開発、コーティング装置の実証機を開発し、VTD社に提供した。 
 
○ レゾン氏は特に変わったことをしている訳ではない。月１回のペースで世界中の展示会に参加し、ブース
を訪問する企業と会話して世界ニーズを把握した後、帰国して会員企業と一緒に新製品を開発する。それ
をもって再び月１回のペースで展示会市に出展して製品をプロモーションいるに過ぎない。日本でも、例えば
公設試、地方自治体、商工会議所、地銀、地方大学など誰かが同様のことを行うだけで、地元の多くの中
小企業が隠れたチャンピオンに育つだろう。 
 

 ナノテク・クラスター参加企業が出展した2013年の展示会     ＶＤＴ社からの受注で開発したコーティング装置   
      出典） アンドレアス・レゾン氏                               
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＜309人の企業経営者アンケート調査 （2009年；フラウンホーファー研究所実施） ＞ 
 
中小企業にとってR&Dの必要性は十分認識 
新製品開発は企業の将来を左右する重要な工程 
だが、たまにしかない新製品開発のために常時最新設備と要員を確保するのは負担 
外部にアウトソーシングできる適切な機関があるのならそうしたい。これまでもそれで成功。 
職人が毎日同じものを作ること、図面が与えられれば職人がものを作ることは得意だが、 
市場ニーズを捉え、他社と差別化し、世界で売れる製品を自らの頭で考え出すことは苦手 
 

フラウンホーファー研の研究内容について知る機会は、第1位；新聞・雑誌、第2位；イベント・展示会となっている。 
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質問 ； 世界市場で売れる製品をどうやって考え出すか？ 
 
○ フラウンホーファーはあくまで受託機関であり、製品が売れるかどうかは企業側の
責任である。そのため、企業側がどうしてもこれを作って欲しいと要望すれば、そのとお
りに実施する。 
○ 企業側が、明確なイメージを持っていないとき、企業側とフラウンホーファー側で
別々にマーケティング調査を行い、双方が持ち寄って製品を絞り込んでいく。 
 
質問 ； 大企業は優秀な技術者が大勢いるにも関わらず、なぜ委託するのか？ 
 
○ フラウンホーファーがいくつかの企業からの受託を通じて得た技術ノウハウがある。
例えば、どのようなケースにはどのような材料を使えばよいか、その材料の処理環境
（温度、湿度、張力等）はどのくらいがよいか、経験知を持っている。 
○ いくら大企業に優秀な技術者がいても、最初から試行錯誤したのでは開発に長時
間を要し、場合によっては間違う場合もある。 
○ またいくつかの受託を通じてベストな選択のノウハウが蓄積されているため、フラウ
ンホーファーに委託することで、最高レベルの技術ノウハウを使うことができる。 
 
質問 ； 研究者の産業への応用マインドをどうやって養っているか？ 
 
○ 入所した当初から、企業との共同開発に参加させ、経験を積ませている。 
○ 企業との共同開発の実績を給与に反映させている。 
○ 研究所で産業応用の経験を積み、大企業に幹部として再就職、又は起業（設計専
門企業）を起こして成功するのが成功の道というキャリアパスを用意している。 
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フラウンホーファー研究所への委託プロセス； 
 
１ きっかけ  
  新聞・雑誌、展示会、業界団体内の他社から推薦、学会発表、公開情報から情報 
  入手 「ああいうことができるのなら、いま自分の会社が直面している課題を何とか 
  解決してくれるのではないか」 
 

２ 話し合い 
  企業から話を聞き、最終目標、両者の協働の仕方、予算、スケジュールなどプロ 
  ジェクト内容について細かく詰める  以降企業側とオープンな話し合いを継続 
 

３ プロジェクト開始 
  各工程を細かく分けて各ステップが進むごとに成果とお互いの意志を確認し次に進 
  む 
 

４ 成果報告、支払い 
  開発したサンプル・技術成果を提供  
 

５ アフターサービス 
  顧客の満足度を事後調査  簡単な問い合わせや相談には無償で対応 
 
＊日本では研究機関がプロトタイプまで作るが、企業側は、とても売れない商品だからと引き受け手がないことがよくある、と質問 
→ そのようなことは絶対ない。あくまで企業からの発注に基づき試作品を作るのであり、スタート時に細かく詰め、細かい工程ご
とに双方の意志を確認しながら進めるため、最終品が企業の意向とかけ離れたものになることはあり得ない。 



出典） 

産業クラスターの基本的な思想は、その辺りに立地している企業群、研究機関、大学
等をネットワークで繋ぎ、1社のみでは出来ないビジネスを、みんなで力を合わせれば、
実施できるので、そうしようとするものである。 



   フラウンホーファー研究所を中核とする産業クラスターのイメージ図 

大学との人事交流で技術・人材面で支援       産業界との共同研究で新製品を開発 

新製品開発において他の基礎研究機関と協働          ベンチャーの人材供給源 
 

            公的資金による研究で、常に技術レベルを最先端に維持 
 
                   出典）経済産業省産業技術環境局作成資料 
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 ○ 外国企業からの受注を目指し、また外国の技術情報を入手するため、海外事務所 
    を置いている。 
 ○ 日本にも事務所があり、東北大学とはNEMS/MEMS Devise 開発を実施、三重県・ 
    三重大学とはMOUを締結している。 
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（注6） イノベーションインフラとしての大学の役割 
 
 
 

○ ドイツでは、教育権限は州政府にあり、州政府は大学の経営を経済政策と一体的に
運用する傾向が強い。 

ドイツの大学の特徴； 
 
1 専門大学（Fachhochschule/University of Applied Science）が全大学数の約6割を占

めている。実際のビジネスに特化した教育を行う。各地域産業と密接に協力し、地域産業
の期待に応える人材を輩出する役割を持っている。例えば、地元に自動車産業がある場
合には、卒業後、自動者産業に貢献できる人材を育成する。地元の産業界は、専門大学
の予算の一部を負担し、講師を派遣したり、インターン学生を受け容れるなど密接な関係
が築かれている。 
 
2 ミュンヘン、アーヘン、ベルリンなどの各有名工科大学は収入の約1/3が産業界との共
同開発であり、フラウンホーファー研と同様、産業界に大きく貢献している。 
 
3 ドイツの大学では、優秀な人材確保を重視し、授業料は無料である。留学生に対しても

無料になっており、世界中から優秀な学生を集め、卒業後はドイツに就職してドイツに貢
献する事を期待している。ミュンヘン工科大学では、20％が留学生である。 
 

  外国人留学生受け容れ数の国際比較（2012年、OECD） 
  1米16％、2英13％、3独6％、4仏6％、5豪6％、7加5％、8露4％、9日3％ 
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専門大学（Fachhochschule）の立地状況  
 
 

濃青 芸術音楽大学 
淡青 総合大学・工科大学 
緑色 専門大学  
 

  
Total budget         1,203M€ 
 State of Bravaria     500M€ 
 Third-party income   295M€ 
 Earings            393M€ 
 Tuition fees          15M€ 
ミュンヘン工科大学の収入（2013年）   
出典）ミュンヘン工科大学    
  

アーヘン工科大学の収入の推移   
出典）アーヘン工科大学    
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○ R&D費／GDP    ドイツ      日本 
  09年／05年     ＋0.31％   ＋0.01％ 
 
○ ドイツでR&Dに従事する者の人数   09年／05年 
    大学                     ＋22％ 
            うち研究者                          ＋30％                           
 
R&Dに従事する者であるが、研究者に分類されない者は、研究補助者及び間接管理部門 
出所） German federal statistics office  
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 （注7） 現地調査先（その2）   ザクセン州ライプチヒ市（Leipzig） 

○ ライプチヒ（人口53万人）は、1933年以来、人口が減少し続け、1989年の東西統一で
大量の失業が発生し、更に人口が急減したが、その後、人口増に転じ、2012年夏期オリン

ピック開催地に立候補するまでに経済復興した。依然として経済状況が厳しい旧東独のな
かで、10数年で経済復興に成功した輝く事例である。フィナンシャルタイムズ（Financial 
Times）の「European Cities & Regions of the Future 2012/13」の第1位に輝いた。 
 

○ 旧東独の多くの都市では未だに古い建屋や工場が手つかずで朽ちている状態にある。
だが旧東独のなかで最も経済復興に成功したザクセン州政府では投資は既に回収が終わ
り、現在、財政収支は黒字である。ライプチヒの成功は、人口減少が60年間続いても、政
策により増加に転じることが可能であることを示している。 

ライプチヒ市内に次々と新しいショッピングセンターが開店し賑わう様子。旧東独とは思えない。 出典）岩本撮影 
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－ 神聖ローマ帝国時代、東方植民化を進めるに従って欧州大陸を東西と南北に貫く2本の通商道路
が整備され、ライプチヒは人と物資が大量に行き交う交差点に位置した。15世紀にメッセ（Messe）と呼
ばれる大規模な市が生まれた。それは現物を販売する市であったが、やがて 工業化の進展に伴い、

工業製品の「見本」を展示する「見本市」に変化していった。ライプチヒは、「メッセの都市ライプチヒ」と
して有名になり、多くの 人々が集まってきた。そこで文化、芸術、学術等が花開き、19世紀にはパリや
ウィーンと並ぶ音楽都市として繁栄した。 

－ 1930年、ライプチヒ市長が反ナ

チス派であったため、市内でナチス
による爆破など破壊工作が続き、住
民が流出し始めた。第二次大戦中 
連合軍による激しい空爆に晒され、
市内の多くが破壊された。ライプチヒ
に進軍してきたのはソ連であり、戦
後は東側に属した。社会主義体制の
下で、経済活動は抑制された。 

  1850年  63,824人 
  1900年 456,156人 
  1933年 713,470人 （最大） 
   以降、人口減少が始まる 
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（コラム）    歴史の表舞台に度々登場するライプチヒ 
 
ライプチヒで活躍した有名な人物を挙げると、例えば、音楽家ではバッハ、ワーグナー、シューマン、リヒ
ター、芸術家ではゲーテ、学術家ではニーチェ、ライプニッツ、ハイゲンベルグ、ヘルツ、クライン、メビウ
ス、ウエーバー、などが挙げられる。ライプチヒ大学に留学して学んだ日本人は、森鴎外（ドイツ医学）、
朝永振一郎（ハイゼンベルクに師事） 、瀧廉太郎などがいる。メルケル首相もライプチヒ大学物理学科
卒である。 
 
1813年、ナポレオン戦争における最大規模の戦いがライプチヒで行われた。諸国民戦争（Battle of 
the Nations）とも呼ばれ、ナポレオン軍が大敗した。今、ライプチヒ郊外に戦勝を記念する碑が建って
いる。 
 
1839年、ドイツにおいて最初の長距離列車が走ったのは、ライプチヒ・ドレスデン間である。今、ライプチ
ヒ郊外に当時の駅舎跡が残っている。ライプチヒはドイツのなかでも優れた機械産業の集積地であった。
現在でもライプチヒ駅は床面積ではドイツで最も広い。 
 
1989年10月、ライプチヒのニコライ教会での祈りの後、ベルリンに向かって「月曜のデモンストレーショ
ン」の行進が始まり、途中で多くの市民が参加して膨れあがり、ベルリンの壁崩壊へと続いた。 
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○ 1989年の東西統一後、西側との競争に晒され、例えば、自動車といえばトラバンテ
しか存在しなかった市場に、ベンツ、BMW、Audi、VW等が一気に流入したため、約10
万人の大量失業者が発生した。住民50万人のうち10万人が失業するという失業率は
20％（市政府の話では、旧東独方式の統計で20％であったが、実態は30％であった、

とのこと）に達し、戦前から続いてきた人口流出に一気に拍車がかかった。トラバンテに
家財一切を積み込んで西側に逃げていく光景がよく見られた。危機感を持った市政府
は、経済復興に取り組んだ。 
 

○ ライプチヒは、神聖ローマ帝国時代に東西と南北に貫く2本の通商道路の交差点に

位置したように、欧州大陸の好位置にあることが他地域に比べて最も比較優位がある
と判断し、貨物が行き交う「物流ハブ拠点」こそ、ライプチヒが競争力を持つと判断した。 
 

○ 第1に、空路の整備を行った。ライピチヒとハレの中間に、ライプチヒ・ハレ空港を

作った。この空港は、航空機の誘導路の下をアウトバーンと鉄道が通る極めて珍しい形
態であり、道路・鉄路で空港に届いた貨物がそのまま空路で飛び立つ「シームレス型」
と呼ばれるものである。 
 
－ ライプチヒ・ハレ空港は、2000年に最初の滑走路が開通、2007年に2本目開通、年間20万回
の離発着が可能となった。ライプチヒ・ハレ空港の周辺に、DHL, Amazon, AeroLogic, Lufthansa 
Cargo, Future Electronic, Cargo Beamer, CEVA Logistics, DB Schenker Logistics Center for 
BMW などが立地した。なかでも、DHLは、Deutsche Post の国際高速郵便部門であり、元々、ド
イツの企業であったことから、ブラッセルから移転してきた。合計で2,900人の雇用が生まれ、更に、
3,500人に拡大した。 
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○ 第2にアウトバーン（Autobahn）を整備した。ライプチヒ空港に直結する道路、市の
周囲を回る循環路、市から外に向かう道路などを重点的に整備した。 
 

○ 第3に、鉄路の整備である。ライプチヒ・ハレ空港を経由する鉄路、貨物路線の増強、
ライプチヒ駅の改修、毎日1000本以上発車するなど増便を行った。こうして空路、道路、
鉄路などの交通インフラを整備することで、EU全体に拡張された空路、鉄路、道路を可

能とし、シームレスで効率的、かつ大量の貨物輸送を可能とする交通ネットワークができ
あがった。 
 

○ 交通インフラの整備は、新たな効果をもたらした。同市には、ライプチヒ大学（旧東独
時代は、カールマルクス大学）を始めとする多くの大学があり、優秀な人材を供給してい
る。しかも隣接するバイエルン州より賃金が安いという良好な立地環境にあったため、多
くの企業が立地するようになった。すなわち、企業から選ばれる都市になった。 
 

○ 最も大きな経済効果をもたらしたのはBMWである。同社は交通の利便性のため、ド
イツ国内で生産し、輸出するという方法を選択した。 
 
－ BMWは、ミュンヘン、レーゲンスグルグ、ライプチヒの3工場体制であり、ライプチヒでは、1、3シ
リーズを生産し、約1万人の新規雇用を生み出した。また2013年秋から電気自動車（EV）i3、プラグ
インハイブリッド（PHV）i8を生産開始し、新たに800人の雇用を生んだ。新規応募に対し、応募者は
常に約10倍であり、BMWで働くことは若者の憧れとなっている。BMWの海外の生産拠点である南
アと中国の工場向けに向け毎日コンテナを50個出荷している。ライプチヒの鉄路が整備されたため、
広州まで11,000ｋｍを23日で到着する。こうした新たな物流は、物流会社に600人の新規雇用を生
んだ。 
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ライプチヒ・ハレ空港で扱うフライト重量の推移 
（単位；千トン）    出典）ライプチヒ・ハレ空港 
                                 ライプチヒ・ハレ空港全景 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鉄路・アウトバーン            
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ライプチヒ 女性人口／男性人口の推移 
出典）ライプチヒ市政府統計局 

BMWライプチヒ工場の全景及び内部 出典）BMW 

女性が戻って来ている 
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○ 第2に、ポルシェは同市に主力工場を置き、約3,000人の新規雇用を生んだ。空港周
辺の物流、BMW、ポルシェの3拠点だけで取引企業も含めれば、住民の1割以上の雇

用が生まれた。市外からライピチヒの各大学に来る大卒の若者が地元で就職して定住
するとともに、東西統一後に西側に出ていた若者、特に女性が戻ってきている。 
 

○ ライプチヒ市の副市長Mr. Uwe Albrecht氏が、「産業クラスターは成果を生み出しつ

つある。科学とビジネス間の協力は、より広い範囲に拡大している。ライピチヒの産業は、
大部分が小企業により構成されているため、ネットワーク作りは極めて重要である。」と
述べているように、ライプチヒ市政府は、中小企業の振興策として産業クラスター政策に
力点を置いている。 
 

○ ライプチヒでは、人口が減少から増加に転じており（2012/1998＝＋22％増）、かつ

女性が戻ってきている。就業者が増え、失業率が減少し、総生産・輸出が増加するとい
う「地域経済の持続的発展」が見られる。 
 
－ ザクセン州政府において、州政府幹部と産業クラスターに関して議論を行ったが、ザクセン州は、
全企業数の98.99％が中小企業であり、他の州と比較して中小企業の比率がかなり高いことから、

中小企業振興を特に重視しているとのこと。ドレスデンには、シリコン・サクソニーという民間企業が
政府の支援なく自立的に運営しているクラスターもあり、収益性の高さが推察できる。 
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（コラム）   ライプチヒ市政府の産業クラスター政策 
 
(1)自動車産業クラスター 
170社のサプライヤーから成るAutomotive & Suppliers Clusterである。BMWとポルシェがライプチヒに
来たことで、自動車の中小企業が属する多くの産業クラスターが出来た。例えば、AMZK Saxony 
Automotive Supplier’s Plastics Network, ACOD Automotive Cluster Eastern Germany, 
Mechanical Engineering and Processing in the Automotive Construction and Components 
Industry Group, Leipzig Foundry Network, Precision Cast などである。市政府によれば、なかでも、
EMAG Leipzig Maschinenfabrik, Fraurecia Autositze, Georg Fischer, HAL Alminiumguss 
Leipzig, HQM Gruppe などが成長著しい中小企業である。 
 
（2）エネルギー・クラスター 
ライプチヒ近郊の褐炭産出地域に褐炭発電所と新エネルギーの研究に取り組む施設がある。原発廃止を
目指して、新エネルギー開発に取り組んでいる。 
 
（3）メデイア・創造性クラスター 
約100年前、ライプチヒはベルリンに次いで出版社が多い都市だった。いまでも「本の町」が形成されている。
本の町のイメージに加え、更に新しいメディアに取り込んでいる。公的TV局が拠点となり、中央ドイツ郵便
局、ラジオ放送局、IT関係でクラスターを形成しつつある。 
 
（4）バイオクラスター 
旧東ドイツ時代に見本市会場があった跡地の上に建ったのが、バイオシティ（Bio-City）である。バイオ産
業が将来の発展産業として期待され、2003年に設置、現在、26社が入居し、約1,000人が働いている。 
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            ライプチヒ総人口の推移（単位；千人）                                      ライプチヒ国民総生産（名目）の推移 
                                    出典）ライプチヒ市政府統計局 
 
            ライプチヒ就業者数の推移（単位；千人）                                   ライプチヒ失業率の推移（単位；％） 

 人口が減少から増加に転じた 



     ザクセン州からの輸出先      輸出品目  2012年 
 
     中国       4.920M€         自動車 13.962M€ 
     米国       2.768M€          機械   3.634M€ 
     英国       1.794M€                      電機      3.453m€ 
     フランス     1.620M€ 
     ポーランド    1.444M€ 
     チェコ       1.366M€ 
     ロシア      1.350M€ 
     イタリア     1.202M€ 
     オーストリア 1.006M€ 
     スイス        991M€ 
 
 出典）ザクセン州政府経済労働交通省 ザクセン州の国民総生産（名目） 単位；億€  

ザクセン州は、何をどこに輸出すること
で、旧東独のなかで最も経済復興に成
功したか。 
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  ドイツ統一と東ドイツ経済の変容  加藤浩平（専修大学経済学部教授） から抜粋 
       
○ 旧東独の人口は、統一直前1989年1860万人から2009年1650万人と20年間に200
万人（▲11.3%）の人口収縮。流出の約75％は西独に向かったとされる。特に18～25歳
の女性の流出が顕著。 
 

○ 1991～2007年の間に東から西に移動した女性130.4万人、男性119.6万人、年齢で
は18～25歳が最も多く43.8万人。旧東独のなかで最も人口減少が著しいのは、ザクセン-
アンハルト州▲21.2%、チューリンゲン州▲18.7%。両州の新生児の減少は約▲40％。 
 

○ 政策当局は、専門労働力、高度人材不足に対する強い危機感。託児施設の充実によ
り、女性のフルタイム就業（2010年66%）を支援（西独は51.4%）。 
 

○ 旧東独は製造業の比率が高く、特に機械工業の水準が高かった。統一ショックにより
製造業は壊滅的打撃を受けたが、生産の底（1992年）から回復し、2008年には工業生産
は3.5倍に拡大。輸出も、1990年代半ばに約1/8（西では1/3）であったが現在では1/3（西
では1/2）にまで高まっている。 
 

○ 製造業の生産性向上に伴いサービス化が進み、2009年で雇用の76％がサービス業

に所属。増えた家計を対象とする対個人サービスが増えた。金融など対事業所サービス
は依然として西独の支店経済に留まっている。 
 

○ 旧東独全体が観光業に大きく傾斜。 
 
                            出典） Economic Bulletin of Senshu University Vol.48 No.2 2013 
 



○ 統一後は、未整備のインフラの整備による企業誘致に熱心に取り組んだが、現在では、
工業のイノベーションに重点を移している。それを可能にしたのが旧東独時代からの高い
教育志向である。ザクセン州のドレスデン工科大学は旧東独内で最も評価が高く、ドイツで
もトップレベルにあるとされる旧東独内のフラウンホーファー、マックスプランク、ライプニッ
ツの6研究関のうち5機関がザクセン州にある。 
 

○ 連邦政府による旧東独復興のための特別財政支援である投資交付金の最大受領州
はブランデンブルグ州（住民1人当たり257.4€）、2位はザクセン州（同230.2€）、最低は
チューリンゲン州（同184.1€）。一方、1人当たりの税収は最大はザクセン州501.6€、2位ブ
ランデンブルグ州480.5€。これは交付金受領に伴う自己拠出分の負担能力が大きい州が
交付金も多く受け取れるから。 
 
 

○ 以上からザクセン州の経済再生の背景は、 
－旧東独時代からの製造業、特に機械工業の集積の存在 
－統一直後はインフラを整備し、企業誘致に取り組んだが、やがて地域イノベーションへ 
－それを可能にしたのは、 
   第1に、理工系の優秀な人材の存在、 
   第2に、税収があがることで国から多額の交付金を得てそれがまた税収に結びつくと 
   いう好循環 → 州財政は黒字化へ 
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○ ブレーマーハーフェンは、戦前、北米大陸への移民の送り出し港として活躍、1848年に
ドイツ海軍の軍港が置かれ、Uボートなど軍艦の建造・修理などの産業が集積した。第2次
大戦後はドイツ駐留米軍への物資供給港として多くの米国人家族が居住した。 
 
○ 1989年の東西統一後、米軍や米国人家族が去っていった。加えて1980年代後半に新
興国が造船業に参入、市のほとんどの造船所が閉鎖され、約3千人が失業した。 失業率
は1980年5.8％から2005年25.6％（統計修正後23.7％）へと急激に悪化、人口が1985年
13.4万人から2000年12.1万人に一気に激減した。2001-02年、危機感を持った市政府の
なかに経済復興チームが結成された。 
 
○ 復興チームは、洋上風力企業を誘致、地元の中小企業が部品・サービスを提供し、加
工組立て、港から風車を出荷するという洋上風力の拠点港として経済復興する計画を策定
した。復興計画はEUに提出されて認可を受け、EUのERDF（ European Regional 
Development Fund ）から資金が拠出された。 

○ ブレーマーハーフェンは、洋上風力の拠点港を形成し、地域市経済が復興したという
実例である。欧州のメディアでは、同市の経済復興が、「ブレーマーハーフェンのサクセス
ストーリー」として報じられており、 経済状況が依然厳しい北ドイツにおける輝く実績である。

洋上風力は、その事業規模の大きさから、ドイツ、オランダ、英国などの地方政府は大きな
期待をしている。 

 ■ ブレーメン州ブレーマーハーフェン市（Bremerhaven） 
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出典）Assessment of the status, development and diversification of fisheries-dependent communities, 
Bremerhaven Case Study Report, European Commission,July 2010 

まだ人口増に転じるには至っていない 
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    Wind Energy学科講義の様子                 フラウンホーファー研究所  ブレードの試験設備 
                              
 
 
     世界最大級の風車用風洞実験設備                  作業員の安全訓練センター 
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（コラム） 

 
ブレーメンの音楽隊で有名なブレーメンは、1358年に加盟したハンザ同盟の港町として栄え、市庁舎とローラン
ト像は世界遺産に登録され、今も古い町並みが残っており、おしゃれな店が多く、夏には多くの観光客で賑わう。
ブレーメンからウェザー川に沿って約50km, アウトバーンにのって車で約30分の距離にある北海に面した人口
11.3万人の港町がブレーマーハーフェンである。 
 

復興チームは、まず市が有する他地域と比べて比較優位な地域資源の確認作業から開始した。同市
には、港湾施設、Maersk/MSC などの海運企業、重機の設計製造技術や海運ノウハウを持った熟練
労働者、造船メーカーに部品・サービスを提供してきた機械産業の集積などの存在があった。北海の
主な洋上風力開発地点が市から200-300海里以内に存在していた。風車の荷重は重量級であるため、
工場から直ちに海に出荷可能な港湾、耐荷重性港湾（Heavy Load Terminal）及び深い水深の港
湾が必須であるが、それがあった。市政府は、2030年までにドイツが北海で進める25GWが、北海全体
では2040年までに4,500基が、ブレーマーハーフェンから出荷可能な市場として見込めると考えた。 
 
北海に面した一帯は、海軍の軍艦の建造補修や造船メーカー等に機械部品、電機、プラスチック、海
洋サービス、メンテナンス等を提供していた中小企業の集積が存在している。それら中小企業が今や
洋上風車向け部品・サービスを提供し始めている。後背地の産業集積が、ブレーマーハーフェンの経
済活動を支えている。日本でもこうした産業集積が存在する地域では、洋上風力の拠点となり得る。 
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－ ブレーマーハーフェンにおいても中小企業振興のため、産業クラスターWindenergie Agentur 
Bremerhaven/Bremen ( WAB ) の活動に極めて熱心である。WABは2002年に設立、メンバーは
当初2桁だったが、順次増えて400社以上となっている（2013.11時点）。WABが、会員のメリットの第
1に挙げている内容が、事務局の仲介で会員企業のみならず企業の決定権限者や政治家に直ぐに
面会可能である点と、ベルリンに事務所を持ち、政治家や政府幹部に対してロビー発動を行う点の2
つである。風力産業は急成長している産業なので、これらが会員企業の最も高いニーズであり、
WABはその期待に応えるべく活動している。 

－ ブレーマーハーフェン市長Mr. Melf Grantz の発言
（2012年9月）によれば、「洋上風力はブレーマーハーフェ

ンにとって決定的に重要な産業である。この地は巨大な市
場が生まれる新しい産業の地域である。今やブレーマー
ハーフェンは、洋上風力分野におけるドイツの中心地として
その名を世間に知らしめている。 ここ数年、我々は失業者
が顕著に減り、社会保障費や税金を納める労働者が増え
ていく光景を見た。今年7月、私は Weser Wind’s Family 
Day Event に招待された。そこで誇りをもって仕事をしてい

る人々の姿を見た。」とあり、復興チームを立ち上げてわず
か約10年間で、ここまで実績があがったことに、深い感慨
を覚えている様子が伺える。 
 

市長は左端 
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 （注8） ドイツの隠れたチャンピオンと日本のGNTとの行動比較 

○ ドイツ国内に立地する隠れたチャンピオン4社を訪問調査。日本の九州に立地する 
  GNTの7社と国際化行動を比較。 
  日本企業の事例から、GNTに至るまでのプロセスの仮説は以下のとおり。 
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○ 日本のGNTは、まず商社に依頼して海外進出するが、慣れるに従って自社で直接取 
  引するようになる。創業からここに至るまで平均54年を要している。日本企業は、慎重 
  に海外事業を進めるため、GNTに育つまで長期間を要する。 
 
○ ドイツの隠れたチャンピオンは、4社の平均は13年、短いケースでは4～5年。最初から 
  一気に外国で商品を売り出す。スピードが早い 
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○ ハーマン・サイモン氏の著書「21世紀の隠れたチャンピオン」に名前が挙げられたド 
   イツ企業300社と経産省GNT100選の日本企業の主要顧客に関して比較。 
 
日本企業の主要顧客の78％は製造業。まず大企業の下請から出発して成長し、やがて系列から
自立してGNTに至ったケースが多いことが背景。 
 

ドイツでは納入先が製造業は45％に留まり、業務用向けに納入している企業が38％。また、ス
ポーツ用品、楽器、アウトドア用品など、消費者を顧客とする企業も17％存在。日本では、個人向
けのGNTがほとんど存在していない。 
 

業務用及び個人用の最終製品を提供できる強い中小企業が育っていることが、ドイツの隠れた
チャンピオンが日本よりも多い理由の1つと考えられる。 
 

     製造業向け   業務用向け  個人向け 
       BtoB      BtoB     BtoC 
 
日本       78％          19％        3％ 
ドイツ   45％          38％      17％ 
 

    日独GNTの納入先の比較 
 
 出典）吉村、三菱総合研究所 

○ 吉村（三菱総合研究所）は隠れたチャンピオンの輸出に関し、以下のように分析 
 

ハーマン・サイモン『グローバルビジネスの隠れたチャンピオン企業』（2012年、原著2009年）に取り
上げられている隠れたチャンピオン企業1,307社の売上高の平均は約400億円、従業員数平均は
2,000人、売上高合計が50兆円超ほど。これら隠れたチャンピオンの輸出比率は推定6割以上とさ
れる。 →輸出額は約30兆円程度であり、これは日本の自動車・同部品の輸出額（14兆円）の約2倍
に相当する。 
 



出典） 

日本の中小企業は、系列のなかで上位の親企業及び下位の下請け企業との垂直取
引を行っている比率が66％ → 約2／3が、系列に組み込まれている。 
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（注9） ハーマン・サイモン氏による日本と日本企業への教訓（抜粋）； 
 
経済産業研究所（RIETI） 世界の視点から  「21世紀の隠れたチャンピオン」 2012.08.08 
ハーマン・サイモン（Dr. Hermann SIMON） サイモン・クチャー＆パートナース会長 
 
 日本にはドイツより大手企業が多い。日本にはフォーチュン・グローバル500企業が68社あるが、ド
イツには34社しかない。しかし、日本の輸出額はドイツの半分である。日本の隠れたチャンピオン企業
の数は、ドイツの6分の1に過ぎない。 
 
 日本の中小企業とドイツの隠れたチャンピオン企業には、はっきりした違いがある。 日本の中小企

業は海外に目を向けず、むしろオペレーション面や効率性に気をとられている。企業文化、リーダー
シップのスタイル、言語に関しては、依然としてかなり日本中心である。ドイツの隠れたチャンピオン企
業は、より多くの外国人を雇用し、責任を任わせている。日本の中小企業は、かなりリスク回避的であ
る。この姿勢は、組織が新しいことを習得することを大きく妨げる。 
 
 日本の中小企業の多くは、隠れたグローバル・チャンピオン企業になるだけの社内的な能力と技術
力を持ちあわせている。しかしながら、ドイツの隠れたチャンピオン企業のように、精力的、迅速に国
際化を進めていないため、潜在力を十分に活かせていない。日本はこのような自己抑制によって、グ
ローバリゼーションの進展につながる多くのチャンスを逃している。 
 
 ドイツの隠れたチャンピオン企業は、日本の中小企業や、若くて野心的な起業家が同じような戦略を
追求する上でのロールモデルとなり得る。日本企業は、世界で成功できる潜在力を秘めている。中小
企業の国際化を大胆に進めることにより、日本の弱い輸出力を高め、高度な仕事を新たに創出でき
る。 
 
＊詳しくは原本をご覧下さい。 RIETI 世界の視点から 2012.08.08   http://www.rieti.go.jp/jp/special/p_a_w/ 

http://www.rieti.go.jp/jp/special/p_a_w/
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（注10） ハロルド・サーキン（Harold Sirkin）からの助言 
      ボストンコンサルティンググループ・シニアパートナー 
 
  興味深いのはドイツだ。米国より21％もコストが高いのに、製造業は好調が続いている。大

多数の国々が消耗戦を強いられているコストの競争ではなく、品質の競争に力を注いでいるた
めだ。 
 

 日本が置かれた状況は厳しい、自前のエネルギー資源がほとんどなく、少子高齢化も進む中、
米中に対抗してコスト競争を向上させていくのは容易ではない。ただドイツのように高級品で勝
負する可能性は残されている。日本製品の品質がすでに高いのはわかるが、残念なのは、国
際市場で高いお金を払ってもらえるだけの評価が得られていないことだ。どうやって高い評価
を得られるようにするかを考える必要がある。 
 

 出典） World outlook, The Asahi Shimbun GLOBE, 2015, Jan.4-17（抜粋） 
 
 
 
   

ステファン・リッペルト教授
（テンプル大学日本校）か
ら見た日本の中小企業の
姿（ドイツの中小企業との
比較で） 
 
＊ステファンリッペルト； 
ハーマン・サイモン氏と（「21世紀
の隠れたチャンピオン」
（2012.08.08）を共著、本書のうち
日本企業の章を執筆 

→ 系列の中で受ける圧力 



出典） 



98 

 （注11）  ドイツの地域金融事情 
        ゲアハルト・ヴィースホイ氏へのインタビュー 2014年7月  （抜粋） 
 
   Dr. Gerhard Wiesheu 日独産業協力推進委員会理事長 
                                        Partner, METZLER asset management, Frankfurt 
 
それぞれのクラスターごとに地域金融（Regional Bank）との関係が密接である。リーマン

ショック後、ドイツでも資金調達が困難化したが、大企業ほど制約が厳しかった。中小企業
でも影響はあったが、地域金融は中小企業を支えた。 
 
中小企業の資金需要のうち60％以上は内部資金で賄われ、外部資金調達は36％程度。
Equityの占める割合は１％程度と小さく、多くはCredit（25％）で賄われる。その他、リース
（主に設備資金）、手形（Supplier credit、Customer credit）が多用され、補助金・公的ファ
ンド及び公的信用補完への依存は15％程度。ファミリー企業が多く、内部留保が充実して
いることから、公的な資金支援への依存は少ない。 
 
ドイツの中小企業の黒字比率はほとんど100％。赤字のまま生き延びる企業は「ゾンビ企
業」とされ、銀行によるscoringによって資金調達が出来なくなってしまう。倒産法制も厳し
く、米国チャプター11に相当する規範が8年前から導入されており、「ゾンビ企業」を延命し

てサドンデスするような事態を避けている。とはいえ、政府が強制的に退場させる制度で
はなく、「ゾンビ企業」が突然倒産することはやはり心配。 
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銀行の行動は、特にメガバンクについては日本と同じように、天気が良いと傘を差しだし、
雨が激しいと傘を取り上げる。しかし、地域に根ざした地域の銀行は、中小企業から逃
げることはない。過去からの長い取引関係を維持し、地域のファミリー企業を支えること
が自らの務めだと認識しているから。 
 
ドイツの中小企業が長期継続できる理由は、このような①規範が明確であること、②地
域の銀行が支えていること、に加え、③相続税制の影響も大きい。ドイツでは、継承後７
年間、従業員を減らさないで事業を継続すれば、相続税は免除される。 
 
日本企業はドイツ企業と価値観やコンセプトが共有されており、強者連携なら成功率は
高い。日独とも市場は成熟しているので、よほど強い中小企業でないと進出は難しいが、
上手く組めば、双方にとってメリットが大きい。 
 
日本企業の海外展開を活性化するためには、マインドセットを変革する必要がある。 
企業同士の「出会う場」が大切。JETROとも協力しているが、さらに大きく連携する必要
がある。国際的な協業には時間がかかる。具体的な商談に至るまで最低3年程度、一般
的には4～5年。ただし、良い企業同士であれば、話がまとまるのも早い。 
 
最終的には民間企業同士が自ら決断し行動する必要がある。今、日本の同友会とも連
携して進めているが、そのような動きを知っている企業はやる。やらない企業は知らない
から。 
 



出典）Dr. Dr. Gerhard Wiesheu 日独産業協力推進委員会理事長    Partner, METZLER asset management,  



出典）Dr. Dr. Gerhard Wiesheu 日独産業協力推進委員会理事長    Partner, METZLER asset management,  



出典）Dr. Dr. Gerhard Wiesheu 日独産業協力推進委員会理事長    Partner, METZLER asset management,  



（注12）  ドイツの地域金融事情  通商白書2013（抜粋） 
 
②資金調達 
 ドイツでは、中小企業と地元の単一の銀行との間に密接で長期にわたる関係が築かれ
ており、企業の信用に関する情報を銀行が把握している割合が高く、中小企業であっても
低利・長期融資を得やすいと言われている。ドイツでは、大企業よりも高い94％もの中企

業が、要請した銀行融資をほぼ受けることができたと回答しており、資金調達環境が良い
ことが推測される（第Ⅱ-3-1-29図）。 
 

第Ⅱ-3-1-29図 要請した銀行融資をほぼ受けることができた企業比率 
 
 



また、ユーロ圏全体では、資金アクセスを最も重要な問題であると回答した割合は、企
業サイズが小さくなるほど高くなるが、ドイツでは、中企業と小企業が資金アクセスを最
重要課題とした割合は、大企業よりも低く、中小企業の資金調達環境が比較的よいと言
える（第Ⅱ-3-1-30図）。 
 
  第Ⅱ-3-1-30図 資金アクセスを重要な課題とする企業比率（サイズ別） 



ドイツで預金業務や貸出し業務を行う銀行は、主に民間商業銀行グループ、貯蓄銀行グ
ループ、信用協同組合グループに分かれるが、中でも民間企業向け融資と中小企業向
け融資において最大のシェア（前者の37％、後者の43％）を誇る貯蓄銀行グループは、
中小企業の資金調達を支えていると言われている（第Ⅱ-3-1-31図、第Ⅱ-3-1-32図）。     
 
    第Ⅱ-3-1-31図 企業向け融資    第Ⅱ-3-1-32図 中小企業向け融資 
 



また、貯蓄銀行グループは、ドイツの個人預金の4割、企業による預金の3割を受入れてお
り、この安定的な資金を、地元企業の経済活動のために活用している107。 
 貯蓄銀行の多くは市町村が設立・所有する金融機関であり、地元自治体や企業のハウ
スバンク業務等、リテールの預金・貸出し業務を中心に行っている108。貸出し業務だけでな
く、州銀行等、同グループ内の上位にある銀行が保有する投資銀行業務や輸出金融の機
能を活用することが可能であり、これにより地元企業の資金ニーズを一元的に支えること
ができる109。 
 安定的な資金源と地元企業との密接な関係に基づいて、企業向け融資の多くが長期融
資となっており、5年超の長期融資割合は、大銀行で4割であるのに対し、貯蓄銀行では7
割を超える（第Ⅱ-3-1-33図、第Ⅱ-3-1-34図）。2009年の経済危機においては、大銀行が

貸出しを減少させる中、貯蓄銀行は企業に対し十分な資金提供により、むしろ貸出しを拡
大（第Ⅱ-3-1-35図）しており、その堅実な運営に対する評価が高まっている。 
  第Ⅱ-3-1-33図 貯蓄銀行の企業向け融資（期間別）   第Ⅱ-3-1-34図 大銀行の企業向け融資（期間別） 



貯蓄銀行をはじめとして地元に根ざした金融機関は、連邦政府にも活用されている。KfW
（ドイツ復興金融公庫）110による中小企業向け融資は、全て地元の金融機関を通じて実施
することとなっており、容易なリスク審査で中小企業が新たな金融支援を受けることを可能
にしている111。 
107 IMF （2011）、Savings Banks Finance Group （2011）。 
108 羽森（2011）。 
109 州政府が保有する州銀行（州レベルで7行）と、貯蓄銀行協会が保有するデカバンク（連邦レベルで1行）を含む。前者は貯蓄銀行

間の資金決済業務と州政府のプログラム融資や資産運用、後者は同グループ内の資産管理業務を実施するが、ともに、ユニバーサ
ルバンクとして、企業向けの与信供与や投資銀行業務等幅広い業務を実施する（齋田（2008）、Deka Bank （2012））。 
110 ドイツの政策金融機関。中小企業向けのほか、消費者や住宅建設、公共インフラ向けファイナンス、輸出・プロジェクトファイナン
スを行う。 
111 中小企業金融公庫総合研究所（2005）、KfWウェブサイト （https://www.kfw.de/KfW-Group/About-
KfW/Arbeitsweise/Kreditvergabe-％C3％BCber-Hausbanken/(新しいウィンドウが開きます））。 

 
        第Ⅱ-3-1-35図 ドイツ国内銀行の企業向け貸出しの推移 
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出典）通商白書2012 

○ ドイツ企業が海外展開しようとする際には、まず商工会議所に相談 
   → 企業の売上げ増に対する要求に応えてきたという実績 

 
 

 
 

（注13） ドイツ商工会議所の活動内容 



在外ドイツ商工会議所の活動について  世界80か国に120カ所の拠点 
駐日ドイツ商工会議所 マンフレッド・ホフマン特別代表へのインタビュー 2015年6月 
 
＜3つの機能＞ 
1 会員企業約400社への支援 － 商工会議所の伝統的業務 
2 コンサルティング業務 － 企業負担で企業のために行う業務 
3 対外経済政策 － 日本における代表という公的性格、主に経済エネルギー省からの
委託で実施。 
 

＜ドイツから外国に進出するドイツ企業を支援する具体的な業務内容＞ 
1 日本で代理店を探している → 候補リストを送る 
2 日本で支店を作りたい → 日本での必要な手続きを送り、弁護士を紹介 
3 日本市場の情報が欲しい → 個々の分野の専門家を紹介 
4 日本に輸出したい → ターゲットとなる日本企業を１社ずつ当たる 
5 日本に工場を作りたい → 立地候補地、必要な手続き等に関する情報を送る 
 

＜費用負担の原則＞ 
公共的活動部分は税金で賄われ、企業の利益につながる活動は企業が負担 
 

問い合わせだけを含め、年間、約1000件近い案件を扱う。隠れたチャンピオンの日本へ
の進出をサポートしたこともある。日本企業からの問い合わせはない。 
 
不満 1 日本企業がドイツに視察 → 面白かった、で終わってしまう。中途半端。 
    2 日本の若い人が外国に無関心 



ドイツ商工会議所の国内活動について 
ドイツ商工会議所経済政策産業研究部ミハエル・リッケへのインタビュー 2015年4月 
 
ドイツでは全て法人企業は法律に基づき商工会議所に属する義務。約360万社が登録、
全国で80の商工会議所。  
  
＜商工会議所が会員企業に提供するサービス＞  
 

1 新製品開発に当たって、共同開発可能な企業の斡旋、助成プログラムの情報提供 
2 起業に際して、申請や提出書類の支援、ワンストップ窓口となり、書類の準備なども 
  代行するなどのコンサルティング。年間全国で40万件の起業に関する相談あり。 
3 海外への進出を計画している企業への支援 
4 各地域の企業の意見交換の場 
5 会員企業にアンケートを実施、政策提言に活用 
6 政治的な利益代表としての役割。政策決定者にとってパートナー的役割。国会議員に 
  対して意見交換の場を設けたり、講演などで現状説明を実施。 
7 いわゆる「デュアルシステム」として知られているドイツの職業訓練コースを商工会議 
 所が運営。各企業に共通な基本的な知識や技能の訓練を商工会議所が担う。例えば、 
 VWでもメルセデスでも機械工として就労できるためのベースとなる技能を身につける。 
 企業の担当者は育成プランの内容だけでなく、生徒の訓練進捗や技能のレベルを記録 
 し地域の商工会議所に報告する義務がある一方で、商工会側にもこれを管理すること 
 が法律的に義務付け。 



（所感） 
 
ホフマン代表が指摘するように、日本とドイツの中小企業の決定的な差は、グローバル化
しているか、そうでないかである。ドイツの出生率は日本よりも低く、人口減少・少子高齢化
の影響で国内市場は縮小している。そのため生き残るためには外国に進出しなければな
らないとして、中小企業も必死で努力している。 
 
ドイツでは、中小企業が外国に進出しようと考えると、まず地元の商工会議所に相談に行く
ことが明らかになっている。すると、直ちに在外の商工会議所を紹介される。 
在外商工会議所の手厚く、きめ細かいサービスが、力の弱い中小企業であっても、グロー
バル展開を可能にし、「隠れたチャンピオン」を産み出すことにつながっている。 
 
ドイツでは、企業は法律に基づき強制的に商工会議所しなければならない。このため、会
員企業の売上げを上げるために、商工会議所は活発な活動を行っている。 
 
ドイツの産業クラスターが極めてうまくいった背景には、商工会議所による長い活動の積み
重ねがあった。ドイツの産業クラスターは、特定地域の特定産業を対象にしているが、その
活動内容は、ほぼ商工会議所の活動内容を真似るところからスタートしている。 
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 （注14）   ドイツ現地調査を終えた後の感想 
 
 
1) 世界で売れる優れた「made in Germany」の製品を開発し世界市場で売る、という、あらゆる点で基本に忠実
である。 
 
2) 製造業の繁栄こそが、国家の繁栄、国民の幸福、という国民の大きなコンセンサスがあるように感じた。 
 
3） 日本人もドイツ人も、考えること、構想内容自体はほとんど大差はない。だが、ドイツ人は成果を出すまで最期ま
でやり遂げる、という点が違うと感じた。ドイツ人は理論どおりにやれば、理論どおりの成果が出る筈だと「真面目」「愚
直」に実行し、理論どおりの成果を出している。 
 一方、日本人は新しいプロジェクトには熱心だが、一旦プロジェクトが開始すると多くの人が関心を無くしてうやむや
になり、やがて次の新しいプロジェクトに熱中するという現象がよく見られる。 
  
4) ドイツでは、100人にも満たない設計専門企業（ファブレス企業）も数社視察した。製造工程は、台湾、韓国、中
国等に外注していた。大卒の優秀なエンジニアの集団であり、その分野では大企業を凌ぐ技術力を自慢していた。大
企業の方から頭を下げて設計を依頼に来るとのこと。 
 また、職人による生産工程が得意であるが、他方で企画・開発・設計工程が不得意な企業は、企画・開発・設計
工程をフラウンホーファー研究所などに外注する中小企業も視察した。確かに、いずれの企業にも、得意な工程と不
得意な工程がある。  
 日本がここ約20年間、内向きになり、何も変わらず、競争力を失っている間に、世界は大きく変わっている。日本企
業が、川上から川下まで全ての工程を自社内でやるものだと思い込んだまま、従来どおりのやり方を続けている間、世
界では、自社が得意な分野だけに特化し、不得意な工程を、それが得意な企業にアウトソーシングすることで、トータ
ルで競争力を高める企業が次々と出現している。 

 こうした工程分業がいつまで続くのかわからないが、言えることは、世界の企業は競争力を高めるために変わり
続けているのだから、日本企業も、変わり続けなければならない。 
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5) ドイツ産業の運命を決定付けたのは、東西統一後、陸続きでコストの安い東欧に隣接したことではないか。産業
界は、低価格の東欧品と競争しても負けるため、自分たちでしか作れない高付加価値品にシフトしていった。地方政
府は、地元の企業が東欧に移転しないよう、地元で企業活動した方が儲かるようなインフラ整備を真剣に考えなけれ
ばならなかった。また少人数の大卒エンジニア集団が設計専門企業を設立し、製造工程を東欧の工場に外注するこ
とで、設備を持たずに高い売上高を達成することが可能となった。それらが結果的にドイツの産業競争力を高めて
いったと思われる。 

 ドイツは製造業が海外移転する前に政府が対策を打ち出して製造業を国内に留めさせ、製造業の国際競
争力強化に努めた。だが日本は、円高時代に既に多くの製造業が海外に移転してしまっている。もしこれから
日本が国内に残った製造業の輸出を振興し、国際競争に参加していくとすれば、ドイツ以上に厳しい道程か
もしれない。 
 
6) フラウンホーファー研究所IWSドレスデンのアンドレアス・レゾン氏は、「クラスターの本質は研究者と企業
の技術者の人としての信頼関係を築くことである。あの人に任せれば大丈夫、あの人となら一緒に仕事が出来
る、という人間どおしの信頼関係ができれば、ものづくりは後からついてくる。」と発言したが、かつて日本でも
「当社は人間を作っている会社です。ついでに、モノも作っています。」と発言した経営者がいた。そうしたかつ
ての日本人の精神はいまドイツで生きていると感じた。 
 
7) ドイツでは、政府資金は、一旦投資すれば、長期に渡って産業の発展基盤となるようなストック・インフラ・
セクターに投資している（技術ノウハウや知財の蓄積、人材育成等を含む）。製造業の繁栄は国家の繁栄と
いう国民的合意があるためか、惜しみない投資を容認する空気が感じられた。だが、民間企業に対する一過
性の効果しかないフロー・セクターや本来民間企業が負担すべきビジネス分野への投資には拒否感があり、
明確な一線が感じられた。 
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8)  数名の日本人から、ドイツの地域経済が強いのは、古来から地方分権が進んでいるからだというコメントを頂いた。
日本もかつては地方分権が進んだ幕藩体制であった。だが上述のとおり、ドイツ地方都市の繁栄は全て経済合理性
で説明できる。歴史的経緯がどうあれ、今の均衡点を説明しなければならない。 
 ドイツの地方政府は、優秀な若者や若い女性、企業を誘致し、つなぎ止めておくために大変な努力をしている。日
本の地方自治体のなかでこれほどの努力をしている自治体を知らない。人口減少の下、地域間で優秀な若者や若い
女性、企業の取り合いになっており、経済合理性の下で勝ち組と負け組が生まれている。 
 
9) かつて「欧州の病人」と言われた頃、シュレーダー改革と呼ばれたマクロ経済改革が行われた。国家の危機であ
るとして国民が一致団結して頑張ったようだ。中小企業は、ランプ１個で夜遅くまで新製品の開発に取り組んだと聞い
た。地方政府は、再就職のための「職業訓練」にかなり力を入れたことを強調した。その結果、いまの経済的繁栄があ
る。シュレーダー改革が景気回復に与えた影響は、インタビューした方々の話ぶりからすると、大きかったことは確かであ
る。また、ユーロ安の恩恵を受けてきたこと、欧州他国とは地続きであること、海外進出に際して言語的なハードルが低
いことなども確かに大きな要因であった。 
 だが、シュレーダー改革や上述したマクロ環境からイノベーションは生まれず、世界市場で売れる新製品も生まれ
ず、新たな海外販路開拓も生まれない。 
 インタビューした方々は、うるさいくらいに「イノベーション」という言葉を何度も繰り返していた。このイノベーションに対
するドイツ人の強いこだわりこそが、ドイツの産業競争力が伸びていった最も根源的な原動力だと感じた。 
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