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Point
❶ 製造・輸出大国であるドイツは自動車や一般機械などの製造業が競争力を持つ。日本と変わらない
産業構造である一方で、輸出額は 1.3 兆ドルと日本の 2 倍超を記録する。
❷ 21 世紀前後にドイツではユーロ導入や構造改革への取り組みが行われたが、ドイツの輸出に与え
た影響は長い目で見て限定的であった。
❸ 単
 価別に輸出動向を見ると、ドイツの輸出の 7 割が単価 200 ドルまでの低中価格品であった。新
興国台頭への対応として、低中価格の輸出品に合わせて関連サービスを提供することで顧客囲い込
みと差別化を図っている。
❹ 国
 際産業連関表で見たドイツの付加価値輸出はビジネスサービスが全体の 2 割に達する。ドイツの
国家戦略 Industrie 4.0 の遂行に伴ってビジネスサービス輸出が増え、製品輸出も増えていくと見
られる。
❺ 日
 本も第 4 次産業革命の波に乗って IoT 普及を目論んでいるが、製造業のサービス化に対する理解
が乏しい点に不安が残る。ドイツ製造業の、サービスを駆使しながら顧客を囲い込む方法に学ぶべ
きではないか。

図表 1 日本、ドイツの輸出の推移
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図表 2 ド
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本号では、もう一つの製造大国ドイツの輸出競
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ドイツの輸出の 7 割が先進国向け

（注） 
（顕示）比較優位指数は、分子に当該国の総輸出に占める当該産
業の輸出の割合を、分母に世界全体の総輸出に占める世界の当該
産業の輸出の割合をあてはめて算出。
比較優位指数が1を上回ればその産業は輸出競争力が強く、1を
下回れば輸出競争力が弱いことを示す。
出所：UN, COMTRADE

過去 20 年以上においてドイツの輸出に影響を
与える出来事が内外で生じている。例えば欧州で
はマーストリヒト条約の発効で単一市場が生まれ
ただけでなく、経済通貨統合も進めることとなり、
1999 年にはドイツを含めた欧州 11 カ国で統一通

10 年間の増減を縦軸においてプロットした（図表

貨ユーロが導入された（ 2016 年現在のユーロの適

2 ）が、ドイツは一般機械や自動車など 11 業種に

用対象国は 19 カ国まで拡大）
。また 2000 年代前

おいて比較優位となっており、そのうち 10 業種に

半においてドイツのシュレーダー政権は労働市場

おいて 10 年前から増えていて優位性が強化されて

と社会保障の改革（アゲンダ 2010 ）に取り組み、

いる。日本も自動車や一般機械など製造業の過半

ドイツの労働コストは低下してドイツ企業の競争

の業種が比較優位にあるなど、ドイツと同様の産

力は向上した。こうした内外で起きた出来事はド

業構造となっているが、輸出額を見ると両国には

イツの輸出にどの程度まで影響を与えたのか。
まず過去 20 年間のドイツの仕向地別輸出の動

差が生じている。新興国の台頭にもかかわらず、

向を眺めたい（図表 3 ）
。ドイツは先進国向け輸出

どうしてドイツは輸出を増やすことができたのか。

図表 3

ドイツの仕向地別輸出シェア
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が 7 ～ 8 割を占め、そのうち、ユーロ圏向けの輸

貨導入の効果がなかったということを意味しな

出が半分を占めている。ただそのシェアは逓減し

い。ユーロ圏は欧州の中でも経済統合が進んでい

て近年では 7 割程度となっているが、日本の先進

る地域であって既に域内貿易は活発化していたた

国向け輸出シェア（ 2015 年時点：56.4％）に比べ

め、統一通貨導入の効果はかなり短期間に表れた

れば依然として高い。一方、新興国・途上国向け

と考えられ、導入して 15 年以上経った現在にお

輸出は徐々に増えていて 3 割程度となっており、

いてはその効果は出尽くしたといってよい。いず

なかでも欧州向けやアジア向けの輸出の増加が顕

れにせよこれまでの 10 年以上の輸出拡大という

著となっている。アジア新興国向けが増えている

観点ではユーロ導入の効果は限定的であったとい

のは日本と共通しているが、欧州新興国向けが増

える。

えているのは、地理的に近接しているだけでなく

また 1990 年代後半から 2000 年代前半にかけて

欧州統合の拡大で同地域と経済的つながりが強

ドイツのシュレーダー政権が取り組んだ構造改革

まっていることが影響しているのだろう。

が輸出に与えた影響についても実はよく分からな
い。黒沼（ 2008 ）は 2001 年から 2006 年までの

ユーロ導入や構造改革と輸出拡大の関係は不明確

先進国や新興国の輸出拡大について世界需要、商

1999 年に統一通貨ユーロが導入されたが、ユー

品構成、市場構成および競争力の 4 要因に分解す

ロ圏向け輸出のシェアは 1999 年の 45.9％をピー

るコンスタント・マーケット・シェア（ CMS ）手

ク に し て 下 が っ て き て お り、2015 年 時 点 で は

法を用いて分析している 1。2001 年から 2006 年

36.3％に過ぎない。通貨を統合することで為替変

にかけてドイツは年平均で 16.3％輸出を増やした

動リスクが低下して貿易が拡大すると考えられて

が、その大半は世界需要が増えたことで説明され

いるが、ユーロ圏向け輸出シェアの推移はその予

ており、競争力の寄与率は輸出成長率の 1 割程度

想に反するものとなった。ただこのことは統一通

に過ぎない（図表 4 ）
。2000 年前後に取り組んだ

図表 4 2001

年から 2006 年にかけての
ドイツ輸出増加についての決定要因分析
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統一通貨ユーロの導入や構造改革の推進がドイ
ツの輸出を増やしやすい経済環境を醸成したとし
ても、ドイツの輸出が趨勢的に伸びた理由として

世界需要要因

挙げるのは難しいように思える。他にも、ドイツ

商品構成要因

の輸出が増加した理由が考えられているが 2、こ

輸出伸び率
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0

る形ではっきりと表れていない。

ドイツ輸出の 7 割が低中価格品
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ドイツの構造改革の輸出に及ぼす効果は目に見え

こで筆者が注目したいのはドイツの単価別輸出動
向（図表 5 ）である。
国際貿易投資研究所の大木研究主幹の分析 3 に

ドイツ

日本

米国

韓国

中国

出所：黒沼勇史「新興国の輸出拡大要因－CMS分析と輸出競争力の決定
因－」JCER REVIEW VOL.65 2008年5月

よると、2013 年時点のドイツの輸出は 1.4 兆ドル
超と日本（ 0.7 兆ドル）の 2 倍に達しているが、そ

1 黒沼勇史「新興国の輸出拡大要因－

CMS 分析と輸出競争力の決定因－」日本経済研究センター『JCER REVIEW』VOL.65 2008.5
2 国内自治体などによる産業クラスタ―の育成、フラウンホーファー研究所などとの新製品の共同開発、経済振興公社などによる
海外販路開拓など中小企業育成・支援策の実施などが輸出増加に貢献したと考えられる（岩本晃一「
「独り勝ち」のドイツ；経済
再生改革－ドイツ現地調査から－」国際 IT 財団海外調査ワークショップ配布資料、2015 年 10 月 23 日）
。
3 大木博巳「日本の輸出構造分析（2）日本の停滞、ドイツの興隆」国際貿易投資研究所『季刊 国際貿易と投資』Spring 2015/No.99
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図表 5 輸出単価で見た日独の輸出金額（2013 年）
（億ドル）
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出所：大木博巳「日本の輸出構造分析
（2）日本の停滞、
ドイツの興隆」国際貿易投資研究所『季刊 国際貿易と投資』Spring 2015のデータを基に筆者が作成

の多くは単価 200 ドルまでの製品である。ドイツ

生産拠点等を海外に移すことで中国等の新興国製

の 200 ドル以下の製品輸出は 1 兆ドルを超え、日

品との棲み分けを図った。一方、ドイツの場合、

本の 2.3 倍の規模に達する。またドイツの輸出全体

価格以外の強み、例えば地続きの外国に対して短

に占める低中価格品のシェアは 7 割を超えている

納期配送などのメリットに加えて、輸出製品に付

（日本は 6 割程度）
。ドイツ製品は自動車に代表さ

随して関連サービスを提供することで顧客囲い込

れるようにハイブランドで高付加価値製品と見ら

みと差別化を図っている。このことはドイツの大

れがちだが、輸出について言えば 200 ドル以下の

企業だけでなく中小企業も同じように取り組んで

低中価格品がかなりの規模を占めているのである。

いる。

ドイツの輸出品は単価 5 ドル未満の低価格品に

ドイツには「隠れたチャンピオン企業」と呼ば

ついては食料・加工品、石油製品、木材、雑製品

れる高収益の中小企業群が存在する。彼らは生産

等、日本に比べて多岐にわたっていて輸出基盤が

拠点をドイツ国内に置いたまま、自力で海外進出

厚い。また輸出単価 10 ～ 50 ドル未満の低価格品

して直接、顧客と取引している。顧客と直接取引

については一般機械・同部品、電気機器、輸送用

することを通じて、技術に優れた自社製品の長所

機器、プラスチック加工品等の特定 4 分野に集中

を訴求すると同時に、製品使用の際のアドバイス、

している。日本の場合も同 4 分野に集中している

製品専用のソフトウエアや保守・メンテナンスな

が、輸出額は輸送用機器を除いてドイツに大きく

どの関連サービスを適宜提供することが可能とな

劣っている。

り、顧客と親密な関係を構築している 4。

日本とは異なるドイツの新興国企業への対応

関連サービス提供による顧客囲い込みがカギ

安価なものであれば、台頭する新興国の製品に

関連サービスの提供については、いくつかパ

負けてしまうのではないかと考えがちだ。日本の

ターンがある。まず工作機械メーカーの Zwick/

場合、生産コスト削減や地産地消の立地方針から

Roell 社のように、工作機械の供給に合わせて、

4 詳細については Herman Simon（2009）, “Hidden Champions of the 21stcentury”（邦訳あり）
。また拙著「どうして日本はドイツに
後れをとったのか」東レ経営研究所『経営センサー』2012 年 9 月号の後半でドイツの隠れたチャンピオン企業について解説して
いる。
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同機械の補正・保守メンテナンスや、顧客に対す

も、それらをモニターしたり動かしたりするソフ

る機械の操作方法についての研修などのサービス

トウエアなどが組み込まれるようになり、サービ

を提供するものだ。このようなサービスを顧客に

スが製品の機能充実などに貢献している。残念な

提供することで、顧客の評価などがフィードバッ

がら貿易統計では、財中心となっているために、

クされることとなり、それらは製品開発等に還元

関連サービスが製品・部品輸出の増加において果

することになる。

たしている役割をうまくとらえることができない。

次に製品に付随したサービスだけでなく、自社

そこで貿易統計ではなく、欧州委員会が作成・

の製品を使ったサービスそのものまで提供する企

公表している国際産業連関表を使って輸出におけ

業もある。圧力空気を作るコンプレッサーメーカ

る関連サービスの重要性を見ていきたい。国際産

であるケーザー・コンプレッサー社は、コンプレッ

業連関表を使えば、国内で生産される全ての財・

サーに取り付けたセンサーを活用して稼働状況を

サービスが、国内外の中間財・サービスとして投

チェックしながらメンテナンス事業を展開してい

入されるか、国内外の最終財・サービスとして需

るが、それだけでなく、コンプレッサーを顧客に

要されるか分類するだけでなく、国内で生産され

リースして、顧客が使用した圧縮空気の分だけ料

た財・サービスに占める付加価値分について把握

金請求する、いわば「圧縮空気を切り売りする」

することができる。財・サービス輸出の中で中間

事業を開始して小口ニーズの開拓に成功した。

財・サービスや最終財・サービスの輸出を分類して、

フォークリフトメーカーの j u n g h e i n r i c h 社は

その中の付加価値分を業種別に抽出することがで

フォークリフトのレンタルサービスまで展開して

きる。具体的には、ドイツが輸出している製品や

おり、顧客使用データで保守等のタイミングを予

サービスの中で機能やデザインなど本当の価値の

測・実施して自社の事業効率化を実現しただけで

ある部分（付加価値という）の構成について製造

なく、同社のエンジニアが顧客の業務プロセスを

業だけでなくサービス産業を含めて業種別に眺め

分析して顧客のビジネスソリューションまで提供

直すことが可能になるということだ。

している。
このようにドイツ企業は製品だけでなく様々な

ドイツのビジネスサービス輸出は日本の 2 倍超

サービスを提供しながら顧客を囲い込もうとして

図表 6 は 2010 年時点のドイツと日本が輸出して

おり、こうした取り組みが新興国製品と差別化す

いる製品・サービスの付加価値の構成について業

ることにつながり、新興国企業に競い負けないカ

種別に見たものである。ドイツの場合、ビジネス

ギになっているといえるだろう。

サービスの割合が 20.5％と日本（ 8.9％）と比べて
2 倍以上と大きいのが目立つ。ビジネスサービスに

貿易統計では正確に把握できないサービス輸出
実際、ドイツの輸出拡大において関連サービス

は品質管理や保守メンテナンスなどによるものだけ
でなく、IT を使ったサービス提供が含まれていて、

の役割が大きくなっていることは統計からも明ら

ドイツの付加価値輸出の増大に貢献している。事

かとなっている。

実ドイツには SAP のような競争力のあるソフトウ

これまで企業内部で抱えていた製品開発、品質

エア企業が存在しており、彼らは基幹系情報シス

管理、保守メンテナンス等はアウトソーシングが

テムのソフト提供だけでなく、顧客に対してデータ

進むことでこれらの業務のサービス化が進行して

ベース事業や新規事業支援等を行い、ドイツ製造

いた。だが、それだけでなく、製品・部品自体に

業の輸出競争力強化にも影響を及ぼしている 5。

5 文中で解説したケーザー・コンプレッサー社の圧縮空気切り売りサービスは SAP が提供したソフトウエアとプラットホームを基
盤としたものである。
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もう一つの製造大国ドイツの輸出はどうして増えているのか

図表 6 付加価値輸出の業種別シェア（2010 年時点）
（1）ドイツ

（2）日本
化学・プラスチック・
ゴム、10.2％

農林水産業・
鉱業、1.3%

金属・金属製品、
10.2％

輸送などサ
ービス産業、
18.2％

その他
素材産業、
6.4％

ビジネス
サービス、
20.5％
機械他、
18.9％
金融・不動産、
7.5％

農林水産業・
鉱業、0.8%

化学・プラスチック・
ゴム、9.0％
金属・金属製品、
12.5％

輸送などサ
ービス産業、
21.8％

その他
素材産業、
7.5％

ビジネス
サービス、
8.9％

金融・不動産、
7.0％

卸売、
11.5％

機械他、
21.0％

卸売、4.4％
出所：欧州委員会「国際産業連関表データベース2010年版」

ドイツ製造業のビジネスサービス輸出の増大は

なっているが、日本の場合は IoT の基礎となる製

今後も続く。それはドイツが遂行している国家戦

造業のサービス化への理解が進んでいるとは言い

略「 Industrie 4.0 」の方向性と合致するからだ。

難く、不安が残る。日本企業は、欧米企業と異

「 Industrie 4.0 」は産学官による IoT や生産の自動

なって価値づくりの一環としてものづくりをとら

化を推進してデータを起点としたものづくりを目

えているとは言えない状況である。欧米の先進企

指す、例えばサプライチェーンの緊密な連携や市

業はサービス提供をものづくりと連動させて行う

場ニーズに緻密に対応したマスカスタマイゼー

ために、ニーズをきちんととらえることができ売

ション（多品種少量生産）を目的としている。こ

上拡大や収益増大につながっている。一方、日本

のことは製造業のサービス化の進行を促進するた

企業は既存のものづくりの延長線にサービス提供

め、IT を使ったサービス提供が内外で増える。そ

を行っており、サービスはモノを売るためのおま

のことはドイツ製造業の競争力の強化につながり、

けであり、タダにしないといけないといった観念

ドイツの輸出が増加することになるだろう。

から脱することができておらず、売上拡大や収益

日本でも第 4 次産業革命の波に乗り遅れるなと

増大につながっていない。

言わんばかりに、経済産業省を中心に IoT の促進

IoT を活用した事業展開を経営課題として掲げ

が叫ばれている。ただドイツの場合、製造業の

る中で、ドイツ製造業の、サービスを巧みに使っ

サービス化への理解が進んでいて、その上にデー

て顧客を囲い込むというやり方を日本の製造業は

タを起点としたものづくりを目指している形と

いま一度学ぶ必要があるのではないだろうか。

2016.12 経営センサー
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