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はじめに
2011 年の日本の貿易収支は▲ 2.5 兆円の赤字を

記録したが、これは 31 年ぶりの出来事であった
（図表 1）。同年の赤字は、東日本大震災によるサ
プライチェーンの途絶や代替エネルギーとしての
天然ガスの輸入増などの一時的要因が影響してい
る。だが、これらの影響が弱まれば、かつてのよ
うな貿易黒字を復活させられるかは疑問である。
このところ貿易黒字が横ばい、ないし低下傾向に
あることも「輸出大国日本」の今後に影を投げる。

どうして日本はドイツに後れをとったのか
もう１つの輸出大国ドイツの強さを探る

Point
❶  ドイツ経済は比較的好調さを維持しているが、その背景に輸出競争力の強さが挙げられる。2011

年の貿易収支は中国を抑えて世界一の黒字額を記録している。
❷  ドイツの輸出構造について業種別に見ると化学や輸送機械の輸出が伸びており、地域別には EU 向

けが圧倒的である。
❸  ドイツ輸出が伸びた理由としてユーロ導入が挙げられる。ユーロ導入後のドイツのユーロ圏内向け

輸出伸び率を同導入前の 90 年代と比較した場合、域内の景気動向を考慮しても 30％程度伸び率
を高めていることが明らかとなった。FTA 締結などで貿易環境を改善することは、輸出大国ドイ
ツから得られる１番目のインプリケーションである。

❹  ドイツの輸出は中小企業に支えられている要素が日本に比べて大きい。ドイツにはニッチ市場を支
配している多数の「隠れたチャンピオン企業」が存在しており、グローバル化を推し進めて売り上
げと雇用を大きく伸ばしている。

❺  「隠れたチャンピオン企業」は、①直接取引重視、②顧客重視、③環境適応能力の高さで日本の技
術志向の中小企業と大きく異なる。日本の中小企業のグローバル化を進めることが２番目のインプ
リケーションである。
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図表 1　先進国、中国および韓国の貿易収支の推移

-10,000 

-8,000 

-6,000 

-4,000 

-2,000 

0 

2,000 

4,000 

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

ドイツ

中国

日本

韓国

フランス

イタリア

英国

米国

（億ドル）

出所：IMF, "International Finacial Statistics"

経済・産業



2012.9　経営センサー
55

一方、対照的に貿易が好調なのは、「世界の工場」
中国とドイツである。中国は、2004 年から急激に
貿易黒字が増加し、08 年には 2,970 億ドルと世界
一の黒字国となったが、先進国景気の低迷ととも
に中国の貿易黒字も縮小し、2011 年には 1,571 億
ドルまで低下した。ドイツは 2000 年代に入って
着実に貿易黒字を増やしており、2001 年には日本
と入れ替わって貿易黒字世界一の座に座るように
なった。その後、中国にその座を一時的に奪われ
ることもあったが、2010 年には再び世界一に返り
咲き、11 年も 2,201 億ドルの貿易黒字を記録して
世界一の座を占めている。

好調な輸出に呼応するようにドイツ経済も強
い。確かに 2008 年に襲ったリーマン・ショック
でドイツは生産の急激な落ち込みを経験した。し
かし、その後の輸出主導による経済成長で景気後
退を脱することに成功した。2010 年に入ると、輸
出に続いて個人消費や設備投資が活発となり、11
年にはドイツの実質 GDP は他の欧州域内国に先
駆けてリーマン・ショック前の水準を超えた（図
表 2）。2012 年においても、欧州全体の成長率は
長引く欧州債務危機と金融市場の動揺で鈍化して
いるものの、ドイツは他の域内国と比較すると高
い経済成長率を誇っている。労働市場も改善して
おり、失業率も低下基調で推移し、12 年 5 月時点
では 6.7％（季節調整値）と東西ドイツ統一以来

の最低水準を更新している。
ドイツ経済の強さには好調な輸出が関係してい

ることは間違いないだろう。では、どうしてドイ
ツは日本と違って今も輸出競争力を維持して多額
の貿易黒字を計上できるのだろうか。これが本レ
ポートの問題意識である。現在、日本では、屋台
骨であったいくつかの輸出産業の収益が悪化し、
空洞化の懸念が指摘されている。今後、日本はこ
れらの課題を解決しなければならないが、同じ輸
出大国であるドイツにそのヒントが隠されている
のではないか。

以下では、ドイツの貿易や産業構造についてマ
クロとミクロの両面から分析し、日本の輸出産業
復活のためのインプリケーションを得ることとし
たい。

1．	2000年代に入って伸び率が拡大したドイ
ツの輸出

近年のドイツの好調を支える要因の 1 つとし
て、同国の輸出競争力の強さにあることは言うま
でもない。ここでは、ドイツの輸出構造の特徴に
ついて日本や韓国のそれと比較しながら解説した
い。

2000 年代のドイツ製造業の輸出の伸び率は、
1990 年代に比べて 4.1 ポイント上昇の 8.9％と
なっている。この伸び率は 2000 年代の世界全体
の輸出の伸び率（9.2％）を若干下回るものの、日
本（5.3％）や米国（4.5％）を上回るなど先進国
の中では高い数値である。

2000 年代には中国など新興国がグローバル化を
進めて高成長を達成している。そのため、世界全
体の輸出が新興国・途上国が主導する形で伸びる
一方、先進国の輸出成長率は相対的に鈍化してい
る。そういった状況を考慮すると、世界輸出の成
長率に比

ひ け ん

肩するドイツの輸出成長率は評価に値す
るだろう。

EU域内向け輸出が他地域向けを圧倒
業種別に 2000 年代のドイツの輸出構造を眺め

図表 2　日欧の実質 GDP の推移
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たい（図表 3）。輸送機械、一般機械、化学製品が
ドイツ輸出全体の 2 割程度、電気機械と鉄鋼・非
鉄金属が同 1 割程度を占める構造となっている。
2000 年代の平均伸び率を見ても、化学、鉄鋼・非
鉄金属、輸送機械は輸出全体よりも高めもしくは
同水準となっているが、一般機械や電気機械は輸
出全体よりも低い伸びとなっている。

一方、日本は輸送機械、電気機械、一般機械が
日本輸出全体の 2 割程度、化学製品と鉄鋼・非鉄
金属が同 1 割程度を占めているが、平均伸び率で
はドイツ同様、一般機械と電気機械は全体より低
め、それ以外では高めの伸びとなっている。韓国
は輸送機械、電気機械、一般機械、化学製品、そ
して鉄鋼・非鉄金属が主な輸出業種となっていて

日本と類似した輸出構造となっているが、電気機
械が韓国輸出全体の 3 割程度と日本よりもシェア
が高い点が特徴的である。これらの業種の平均伸
び率で見ると、一般機械を除けば輸出全体よりも
高い伸びとなっている。

地域別に 2000 年代のドイツ製造業の輸出構造
を見ると（図表 4）、EU 向けが他地域向けを圧倒
しており、全体の 6 割を超えている。地域別伸び
率について中国などの新興国向けが高いものの、
地域的なばらつきは比較的小さい。

日本の地域別輸出は、米国向け、EU 向け、中国
向け、そして NIEs 向けがそれぞれ輸出全体の
10％代後半から 20％台を占めている。ただし、伸
び率は新興国向けが高く、特にロシア向けが年平

図表 3　ドイツ、日本、韓国の業種別輸出（2000 〜 2010 年平均）
（単位：億ドル、％）

ドイツ 日本 韓国
平均輸出額 （シェア） 年平均伸び率 平均輸出額 （シェア） 年平均伸び率 平均輸出額 （シェア） 年平均伸び率

食料品 442.2 （4.9%） 11.2% 32.4 （0.5%） 7.6% 27.7 （0.9%） 4.3%
繊維 211.4 （2.4%） 3.7% 84.3 （1.4%） 0.1% 123.3 （4.2%） -3.5%
パルプ、紙、木製品 423.9 （4.7%） 8.2% 123.8 （2.0%） 6.6% 70.9 （2.4%） 3.0%
化学製品 1,607.3 （17.9%） 11.0% 698.6 （11.3%） 8.7% 324.5 （11.1%） 13.6%
石油、石炭 180.3 （2.0%） 16.9% 67.5 （1.1%） 28.9% 174.1 （5.9%） 18.1%
窯業、土石 129.2 （1.4%） 7.8% 73.3 （1.2%） 8.7% 16.7 （0.6%） 8.4%
鉄鋼、非鉄金属、金属製品 840.8 （9.4%） 11.0% 560.7 （9.1%） 11.7% 264.2 （9.0%） 13.8%
一般機械 1,659.1 （18.5%） 7.9% 1,266.2 （20.5%） 4.4% 362.1 （12.3%） 6.9%
電気機械 930.8 （10.4%） 7.3% 1,302.6 （21.1%） 3.0% 916.6 （31.2%） 12.2%
家庭用電気機器 167.9 （1.9%） 3.7% 242.1 （3.9%） -1.2% 98.8 （3.4%） 4.0%
輸送機械 1,882.8 （21.0%） 8.9% 1,324.5 （21.5%） 5.8% 369.4 （12.6%） 13.6%
精密機械 212.1 （2.4%） 9.7% 271.6 （4.4%） 7.4% 155.8 （5.3%） 40.4%
玩具、雑貨 284.6 （3.2%） 8.5% 126.9 （2.1%） 2.0% 29.6 （1.0%） 0.8%
全体 8,972.5 （100.0%） 8.9% 6,174.7 （100.0%） 5.3% 2,933.9 （100.0%） 10.7%

出所：RIETI-TID データベース

図表 4　ドイツ、日本、韓国の地域別輸出（2000 〜 2010 年平均）
（単位：億ドル、％）

ドイツ 日本 韓国
平均輸出額 （シェア） 年平均伸び率 平均輸出額 （シェア） 年平均伸び率 平均輸出額 （シェア） 年平均伸び率

米国 768.3 （8.6%） 4.2% 1,253.5 （20.3%） -1.3% 429.3 （14.6%） 2.4%
EU27 5,594.0 （62.3%） 8.5% 973.4 （15.8%） 1.5% 439.1 （15.0%） 9.2%
日本 166.0 （1.8%） 4.8% 222.2 （7.6%） 4.3%
中国 381.9 （4.3%） 22.4% 1,053.5 （17.1%） 16.2% 764.3 （26.1%） 20.5%
NIEs 319.2 （3.6%） 6.5% 1,365.8 （22.1%） 5.4% 356.9 （12.2%） 8.7%
ASEAN 181.5 （2.0%） 9.2% 780.0 （12.6%） 6.2% 298.5 （10.2%） 12.7%
インド 61.3 （0.7%） 18.7% 43.0 （0.7%） 14.5% 45.9 （1.6%） 28.1%
ロシア 170.1 （1.9%） 24.0% 69.0 （1.1%） 43.5% 47.0 （1.6%） 44.5%
メルコスール 98.8 （1.1%） 10.9% 68.8 （1.1%） 29.3% 40.4 （1.4%） 20.0%
その他 1,378.5 （15.4%） 13.6% 767.3 （12.4%） 11.0% 391.1 （13.3%） 12.9%
全体 8,972.5 （100.0%） 8.9% 6,174.7 （100.0%） 5.3% 2,933.9 （100.0%） 10.7%

出所：RIETI-TID データベース
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均 40％を超える拡大を示していた。韓国の地域別
輸出は中国向けが輸出全体の 4 分の 1 を超えてお
り、続いて米国や EU 向けが全体の 10％半ば、
NIEs や ASEAN 向けが 10％台前半となってい
る。伸び率を見ると、日本同様に、新興国向け、
中でもロシア向けが 40％を超える年平均伸び率を
示している。

ユーロ導入によってドイツ輸出の伸びは3割程
度上昇

1999 年から欧州域内で統一通貨ユーロが導入さ
れたが、このことがドイツの輸出を大きく押し上
げたといわれている。ユーロ導入によって、①
ユーロ圏内向けには、為替変動リスクがゼロにな
ること、②ユーロ圏外向けには、ドイツ国内要因
による増価要因が他のユーロ諸国、例えば南欧の
ファンダメンタルズによってユーロ高とならない
こと、の 2 点がもたらされ、ドイツの輸出が増加
しやすくなったと指摘されている 1。

実際、ユーロ導入によるドイツ輸出の押し上げ
効果（略して「ユーロ効果」）はどの程度のもので
あったのであろうか。ユーロ圏内に限定して、
2000 年当初からのユーロ加盟国である EU11 カ国
向け輸出をユーロ導入前の 1990 年代とユーロ導
入後の 2000 年代で比較したのが図表 5 である。
確かに 1990 年代から 2000 年代にかけてドイツの
ユーロ圏向け輸出は 6.6 ポイント伸びを高めてい
ることがわかる。

ただし、2000 年代のユーロ圏向け輸出増加が
「ユーロ効果」だけによるわけではない。通常、一
国の輸出動向は輸出相手国の景気等に左右され、
こういった要因を無視して「ユーロ効果」を判断
するのは早計であろう。そこで、2000 年代の同輸

出伸び率からユーロ圏の景気動向による部分を差
し引いて簡便に「ユーロ効果」を算出したい。

1990 年代と 2000 年代のドイツを除くユーロ圏
の輸入全体はそれぞれ 4.6％、10.3％のペースで増
大している。これらの輸入伸び率を景気動向要因
とみなして、2000 年代のドイツのユーロ圏輸出の
伸びから相殺しても、2000 年代のドイツのユーロ
圏向け輸出の伸びは 4.3％となり、導入前に比べ
て 1.2 ポイント増加する。つまり「ユーロ効果」
によってドイツのユーロ圏向け輸出は、ユーロ導
入前の輸出の伸び（3.1％）を 3 割程度高めたとい
うことだ 2。

まず貿易障壁を除去して輸出の増大を図れ
ドイツの貿易構造から導かれる日本輸出拡大に

向けてのインプリケーションは、EU の拡大やユー
ロ導入など貿易に有利な環境の醸成である。

ドイツの輸出全体に占める EU 向けの割合が大
きく、また、EU 域内向け輸出の内訳を見ても中間

1  例えば、内閣府（2011 年）「2011 年Ⅱ　世界経済の潮流」
2  ユーロに加盟していない国向け輸出を考慮すると、「ユーロ効果」が減殺される恐れがあるとの指摘がある。つまり、ユーロ導入

によって、ユーロ加盟国向け輸出の増加分をユーロに加盟していない国向け輸出から振り替えただけであれば、輸出全体の伸び
は増加しないことになる。しかし、ドイツの EU27 カ国向け輸出や全世界向け輸出の伸び率を計算すると、それぞれ 10.4％、
10％となりユーロ圏向け輸出より増加していることからユーロ圏外からユーロ圏内に振り替えたとは考えにくい。むしろ上で挙
げた②の影響が及んでいたと思われる。

図表 5　 ユーロ導入前後のドイツのユーロ圏向け 
輸出の伸び率
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1998年、ユーロ導入後とは1999年から2006年までの7年間の年平均
伸び率を採用している。

出所：RIETI-TID データベース
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財や資本財だけでなく、消費財の占める割合も大
きい。域内の所得格差が小さく、高価なドイツ製
品を販売する余地が大きいためである。一方、日
本や韓国にとって輸出シェアの大きい中国向けの
場合、中間財や資本財の割合は大きいが消費財は
小さい。これは、中国の国民所得が成長している
といってもまだまだ購買力は小さいために日本や
韓国からの比較的高い消費財を販売する余地は小
さいためだ。つまり、ドイツは消費財輸出の分だ
け日韓に比べて輸出を増やしやすいと言える。

もちろんドイツ製品が EU 域内で売れる背景に
は、長期にわたって欧州域内で統一市場を作るた
めにさまざまな貿易障壁を除去してきた歴史があ
る。ユーロ導入もその一環である。確かに、アジ
ア域内での所得格差が存在している以上、日本企
業が現時点でアジア向けの消費財輸出を伸ばすこ
とは難しい。しかし、アジア地域などでの統一市
場の構築を目指して貿易障壁の除去に動くことは
現時点でも可能である。まずは、日本はアジア域
内での FTA 締結などで有利な貿易環境を醸成し
て貿易の増大を図る努力を積み重ねるべきであろ
う。

2．	「隠れたチャンピオン企業」がけん引するド
イツ輸出

2000 年代のドイツ輸出拡大には「ユーロ効果」
が関係しているものの、それを差し引いてもドイ

ツ輸出の伸びは日本を上回っている。どうやらド
イツの輸出の強さの源泉は他にもありそうであ
る。そこで以下では、ドイツの輸出競争力の強さ
について企業活動というミクロの見地から探り、
日本企業との比較を行いたい。

中小企業の海外展開が目立つドイツ
大企業だけでなく、中小企業が積極的に国際展

開を行っている点がドイツの企業活動の特徴であ
る。輸出上位 10％の企業が輸出総額に占めるシェ
アを見ると、日本や米国では 9 割を超えていて、
輸出主体が少数の大企業に集中しているが、ドイ
ツでは 69％と抑えられており、輸出主体が中小企
業まで分散していることが分かる（図表 6）。

実際、欧州委員会の調査では、ドイツの中小企
業全体の中で、20％程度の企業が輸出を行ってい
ることを明らかにしている（図表 7）。日本の中小
企業の場合、輸出しているのは全体の 3％にも満
たない。直接投資についても、ドイツの場合、中
小企業全体の 17％が直接投資を実施しているが、
日本の場合、全体の 0.3％と極端に低い。

では、どうしてドイツには海外展開に積極的な
中小企業が多いのだろうか。

「隠れたチャンピオン企業」の存在
ドイツには「隠れたチャンピオン企業」が存在

しており、彼らが経済や輸出をけん引しているこ

図表 6　輸出上位 10％の企業が輸出総額に占める割合
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出所：経済産業省「2012年版通商白書」

図表 7　中小企業の海外事業展開の割合
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とを指摘したのは、Herman Simon 氏（サイモン・
クチャーアンドパートナーズ創業者）である。「隠
れたチャンピオン企業」3 とは、ニッチ市場を支
配している技術志向の中小企業を指し、部品・材
料を扱っていることが多い（図表 8）。また、彼ら
は家族経営を採っていて上場していないこともあ
る。

ゲレッツ社はドイツ南西部のバーデン・ヴュル
テンベルク州のウムキルヒ市にある有限会社で、
社員数は 200 人を超える程度であるが、オペラ
カーテンなど舞台分野の製品では世界のトップ
メーカーである。ニューヨークのメトロポリタン・
オペラ劇場やロンドンのロイヤルオペラハウスの
オペラカーテンはゲレッツ社製である。同社はド
イツ本社で製造することにこだわっており、製品
は 15 の海外拠点を通じて国外に輸出されている。

テンテ・ローレン社はキャスター（車輪）のメー
カーであるが、病院ベッドに特化することでその
存在感を内外にアピールしている。本社はノルト
ライン・ヴェストファーレン州のケルン市にあり、
社員は 1,000 人程度でその半分以上はドイツ国外
にいる。一方、生産はその 9 割をドイツ国内で行

い、世界 100 カ国に向けて輸出している。
これらの「隠れたチャンピオン企業」は世界で

2,000 社以上、ドイツでは少なくとも 1,200 社以上
存在する。Simon 氏によると、「隠れたチャンピオ
ン企業」の売上高や従業員は平均するとそれぞれ
4.3 億ドル、2,000 人程度となっている。彼らはこの
10 年間において平均して年率 8.8％で売り上げを伸
ばし、10 年前の 2.3 倍の売上高を記録している。

その結果、「隠れたチャンピオン企業」はこの
10 年で 100 万人の雇用を創出している。なか 
には、売り上げが 800 億円を超え、Billionaire 
Companies と呼ばれる企業にまで成長した「隠れ
たチャンピオン企業」も出てきており、その数は
200 社を超える。
「隠れたチャンピオン企業」全体の中で、その 7

割近くが産業財を扱っていて、製造業の裾野を支
えている。彼らの 3 分の 2 がそれぞれの市場で
リーダーとなっており、そのシェアは平均すると
33％となっている。彼らの市場シェアについて 10
年前と比較すると、3 ポイント程度増加しており、

「隠れたチャンピオン企業」はこの 10 年でライバ
ル企業に追いつかれるどころか逆に突き放してい

3   正確な定義は、Simon 氏によると、①特定の分野で世界トップ 3、もしくは欧州大陸で 1 位、②売上高が 40 億ドル以下、③世間
からの注目度が低い、としている。詳細は、Herman Simon（2009）, "Hidden Champions of the 21st century" （邦訳あり）

図表 8　世界市場シェア 70％以上を持つ隠れたチャンピオン企業
企業名 主要製品 世界市場シェア

ドクター・ズベラック コラーゲン 100%

スカイセイルズ 凧で船をけん引する風力推進装置 100%

ゲレッツ 舞台用幕、舞台装置 100%

GKD-Gebr クフェラート メタル・ファブリック 90%

キーロヴ・ライプチヒ 鉄道用クレーン 85%

デロ スマートカードのチップ・モジュール用接着剤 80%

シェーボ・バイオテック インビトロ診断法によるバイオ技術 80%

ケルン・リーバース シートベルト用スプリング 80%

ヴェッケル 口紅製造機 80%

TEXPA ホームテキスタイル加工装置 75%

アッヘンバッハ・ブシュヒュッテン アルミニウム圧延装置、圧延機用ろ過システム 70%

カールマイヤー 縦編機 70%

オミクロン 走査トンネル顕微鏡、プローブ顕微鏡 70%

テンテ・ローレン 病院ベッド用キャスター 70%

ヴィルトゲン 道路修復用機器 70%
出所：Herman Simon（2009）, "Hidden Champions of the 21st century"
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るのだ。
こうした ｢ 隠れたチャンピオン企業 ｣ の存在を

聞くと、日本の技術志向の中小企業を思い出す読
者がいるかもしれない。日本の中小企業も内外の
ニッチ市場で圧倒的な存在感を示して日本の製造
業の裾野を支えている。ただ、ドイツと異なり日
本の中小企業は日本経済のけん引役として語られ
ることは少ない気がする。「隠れたチャンピオン企
業」と日本の中小企業はどういった点で異なるの
だろうか。

そこで、「隠れたチャンピオン企業」の特徴につ
いて、日本の中小企業と比べて異なると考える点
を 3 点取り上げて解説したい。

①顧客と直接的な関係を構築
まず「隠れたチャンピオン企業」の直接取引重

視である。彼らは、日本の中小企業と同様に、専
門特化してニッチ市場に焦点を絞っている。しか
し日本の中小企業と異なって、最初から世界市場
を狙うことで対象市場を地理的に拡げて成長を実
現している。

また、どのような形態であれ、海外進出をすれ
ばいいというわけではない。「隠れたチャンピオン
企業」は、商社や流通業者など仲介業者に海外事
業を委ねるのではなく、国内で事業展開するのと
同様に海外に支店等を設けて顧客や市場と直接取
引を行っている。Simon 氏によると、彼らの中で、
合弁や連携ではなく単独で海外市場に参入する企
業は全体の 4 分の 3 以上を占めており、その結
果、「隠れたチャンピオン企業」は平均して 24 社
の海外子会社を保有している。

どうして「隠れたチャンピオン企業」は直接取
引にこだわるのだろうか。それにはいくつか理由
がある。直接取引でないと、技術に優れた自社製
品の長所を理解してもらえない。また、製品使用
の際のアドバイスも適切に行うことができ、顧客
に対して製品専用のソフトウエアや保守・メンテ
ナンスなどの提供も容易である。

このようにして「隠れたチャンピオン企業」は

国内顧客だけでなく海外顧客と親密な関係を築い
ており、それは他社の参入障壁を構築し、非価格
競争力を入手することにつながっているのである。

②顧客ニーズの吸い上げに積極的
次に、「隠れたチャンピオン企業」の顧客重視を

指摘したい。確かに彼らは技術志向である。彼ら
の売上高研究開発費比率は 5.9％とドイツの平均
的な企業の 2 倍に相当し、従業員 100 人当たり特
許件数は平均 3.1 件と大企業の 5 倍以上の数値で
ある。しかし、彼らの技術志向は技術一辺倒を意
味していない。彼らは技術だけではなく、市場動
向も重視しており、彼らの経営者は技術と市場の
双方をにらみながらイノベーションを起こす役割
を担っている。

Simon 氏によると、「隠れたチャンピオン企業」
は顧客志向という特徴も持つ。営業など顧客と接
点を持つ部署の人員が全社員に占める割合は大企
業よりも大きく、5 倍以上となっている。それは

「隠れたチャンピオン企業」の規模が小さいからだ
けではない。彼らは最重要顧客のニーズが自らの
競争力を高めてくれるとの認識に立ち、経営者自
ら顧客との接点を維持するだけでなく、権限委譲
して社員自ら責任を持って顧客対応できるように
している。また、彼らの顧客重視姿勢は社内だけ
でなく、社外関係者とのネットワークを管理する
ことにも及んでおり、顧客ニーズに一連のネット
ワークを駆使して迅速丁寧に応える体制を構築し
ている。

研究開発と顧客ニーズへの対応とのバランスが
「隠れたチャンピオン企業」のイノベーション創出
の鍵なのである。

③ハードだけでなく、サービスとシステムまで提供
そして「隠れたチャンピオン企業」の環境適応

力である。Simon 氏は彼らに対して自らの競争優
位について 10 年前と現時点の 2 時点でアンケー
トを実施した。両時点ともに製品の品質の良さと
顧客との緊密な関係を競争優位として挙げる企業
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が多かったが、10 年前と比較して大きくポイント
を増やしたものがある。それは、アドバイスなど
のサービス提供（10 年前と比べて 10 ポイント増
加）とシステム統合（同 8 ポイント増加）、使いや
すさ・シンプルさ（同 8 ポイント増加）である。

最終財メーカーはグローバル化が進展する中で
世界のどこにいても使い勝手のいいサプライヤー
を重視し、シンプルで使いやすい部品を好むだけ
でなく、時にはアドバイスをしたり、関連工程ま
で手がけたりするサプライヤーを求める傾向にあ
る。一方、世界的な競争の激化から最終財メー
カーはコスト削減やサプライチェーン管理の観点
からサプライヤーの数を減らす傾向にある。

こうした状況の変化を受けて、「隠れたチャンピ
オン企業」は世界のどこからでも 24 時間いつで
も速やかに保守メンテナンスや製品使用のアドバ
イスなどを提供できる体制を構築している。さら
に、部品を組み合わせて統合したシステムの提供
や製品の基準認証の取得まで手がける企業も存在
する。また、彼らの中には、ワンストップで関連
部品の提供、生産工程の請負、そして自らの製品
を使ったサービスの提供まで行う企業も出てきて
いる。

つまり、最終財メーカーの姿勢を含めた環境変
化に対して、「隠れたチャンピオン企業」は速やか
に適応しており、顧客にサービスや統合されたシ
ステムまで提供しているのだ。

おわりに〜日本の中小企業は貪欲な海外進出へ
の意欲が必要

このように「隠れたチャンピオン企業」の活躍

が近年のドイツの好調な経済や輸出の一翼を担っ
てきた。では、ドイツに学んで日本が輸出大国と
して復活するために、日本の技術志向の中小企業
を「隠れたチャンピオン企業」として再生させて
日本経済のけん引役として期待することはできな
いのだろうか。

日本の中小企業が「隠れたチャンピオン企業」
に変貌するためには、海外進出への貪欲さを身に
付ける必要があるだろう。これまで見てきたよう
に「隠れたチャンピオン企業」は、事業当初から
世界をにらみ、仲介業者を使うことなく、海外顧
客との直接取引関係を作り、それを通じて顧客
ニーズの取り込みと参入障壁の構築に成功した。
日本の中小企業も同じようにグローバル化に取り
組むことができれば、飛躍的な成長を実現するだ
けでなく、日本の製造業の復活と日本の経済や地
域の活性化にも貢献するのではないだろうか。

確かに、日本の中小企業が本格的な海外進出を
行うには語学などいくつもの課題を解決しなけれ
ばならない。「隠れたチャンピオン企業」の場合も
当初は英語を話せないなど語学問題を抱えてい
た。しかし、経営トップの海外進出への猛烈な意
欲が語学問題を克服したという。日本の中小企業
が「隠れたチャンピオン企業」になるには、海外
進出への貪欲さ、それも仲介業者を通じた安易な
海外進出ではなく、支店網の設置から海外人材育
成までまじめに取り組む海外進出への本気度が必
要ではないだろうか。またこういった海外進出に
本気になった中小企業をサポートすることこそ、
輸出立国を目指す政府や地方自治体の務めだろう。

どうして日本はドイツに後れをとったのか　もう１つの輸出大国ドイツの強さを探る


