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1.はじめに

（1）問題の所在

多国籍企業は，論者により多様な定義がなされる（町村,1994，pp.7172）。中小企業や海

外子会社の数が少ない場合，多国籍企業とみなさないことがある。しかし，現代は中小企業も

グローバルに展開しており，企業規模や海外子会社数にかかわりなく「多国籍企業」と捉えら

れる。本研究における多国籍企業は「海外に事業活動の拠点を1つ以上もっている企業」（鈴
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木・桜井・佐藤，2005,p.3）という定義に倣う。

本研究では，多国籍企業のなかでも日系企業を対象に議論する。以下では主に経済地理学分

野での研究を概観するが，既往の日系企業研究においては，進出先への適応という「現地化」

（鈴木,2005,p.124）問題と絡めた製造業（生産部門）の立地研究が先行する。たとえば，自

動車や電子産業のアジアへの海外工場移転を論じた鈴木（1994；1999；2005），カナダでの日

系自動車企業の現地生産の展開と企業間リンケージを論じた長尾（2000），インドネシアの工

業団地への日系企業の進出を研究した小長谷（2005）がある。これらの研究では総じて，多国

籍企業の活動が地域や場所と無縁ではないこと（長尾,2000）や，地域に根ざした事業活動を

重視する「グローカル化」「産業集積」（鈴木,2005）の視点が提起されている。他方で，製造

業に限らない多国籍サービス産業（Dicken,TickellandYeung,1997；平2005,p.25），多国

籍製造業の研究所，販売・サービス事業所，地域統括本社といった「非」製造業的な部門（平

2005,p.28）を議論する必要性も示されている。サービス産業や非製造業的な部門との関連で

は，多国籍企業の「都市選択」（松原,1989；1995）も重要となる。そのようななか，多国籍

企業の経済活動をめぐる地理的集中の議論では「クラスター化」の問題に加えて，各種機能の

提供を可能にする「大規模な都市集積」（ディッケン,2001,p.16）の論点が必要になる。

都市集積をめぐっては，オフィス集積や多種多様な産業分野の異種混淆が議論される（田村,

2000；DurantonandPuga,2004；松原,2006；杉山,2013）。近年の都市集積研究では，変

化が激しい不確実性の高い状況下において主体の意思決定を容易にする環境を議論したミリュー

論や，インフォーマルなネットワークを含む企業内外のコミュニティの問題を議論したウェン

ガー他（2002）による「CommunityofPractices（CoPs）」との関連が示される（杉山,2013）。

都市集積において流動する情報は「不特定性」を特徴にもつ（田村,2000）。それゆえ，都市

に集まる情報の受け手（多国籍企業やその担い手）にとって，ローカルな文脈を解釈するため

のコミュニティやアソシエーションを通じた集団的学習が有効となる（杉山,2013）。あわせ

てミリューをめぐっては，集積地のコミュニティが魅力的であるためにも「生活の場」として

の発展と自然な交流を促進する環境の構築が求められている（川端2008，pp.172174）。多

国籍企業の議論においても，ローカルスケールにおけるインフォーマルなミリューの役割（ディッ

ケン,2001,p.220）やCoPsとの関連（TallmanandChacar,2010；鎌倉・松原,2012）が

指摘されている。しかし，グローバルに展開する多国籍企業をめぐって，都市や地域における

企業外部のコミュニティとの関係やミリューを構成する諸主体の相互作用がそれほど明らかに

されてきたわけではない。

そこで本研究は，都市集積の文脈を踏まえて，日系多国籍企業の現地化やグローバルな展開

について，グローカルなコミュニティの基盤を明らかにすることを目的とする。ドイツを事例

に，諸主体の相互作用を議論する手がかりとして「領域的制度」と「文化的結合」の視点を交

えた議論を進める。そして，経済地理学の立場から日系多国籍企業をめぐる新たな知見への貢

経済学雑誌 第116巻 第2号84



献として，グローカルなコミュニティを論じる有用性を提起したい。

（2）研究課題

次に，本研究が領域的制度と文化的結合に着目する理由について概念的な論点の整理を通じ

て示し，研究課題を述べたい。まず，領域的制度の論点を整理する。領域を構成するローカル

な革新的ミリューは，本質的に取引できない相互依存性の束（nexusofuntradedinterdepen-

dencies）から成り立つ（ディッケン,2001,p.220）。取引できない相互依存性とは，1）対面

接触，2）社会・文化的相互作用，3）社会的制度上のネットワークによるイノベーションのこ

とを指す。多国籍企業が提供するグローバルな生産物の統合と調整では，場所＝集積の議論が

必要となる。集積は，産業界の成果に向けた強い連帯感，社会的合意，ローカルな取引のため

の広範囲にわたる制度的支援といった社会的文化的基盤，すなわち「制度的厚み」を背景とし

ている。そして，企業，商工会議所，研修仲介者，取引のためのアソシエーション，公共機関

や政府機関などの相互作用が求められる（AminandThrift1994,pp.1213）。

制度的厚みは，領域的制度の議論として広まった概念の一つとされる。領域的制度は，個々

の人間や組織の認識もしくは行動というミクロと，グローバル経済などのマクロを媒介する

「メソレベル」の概念としての意味をもつ（水野,2013）。しかし，制度的厚みをめぐっては概

念先行の印象もある。領域的制度が人々や企業の行動や思考にどのような影響を与えるか（水

野,2013），内実を明らかにする課題が残されている。地域に多くの組織・団体が単に存在し

ている状況を制度的厚みとする拙速な政策的処方箋（Martin,2000；水野,2013）への批評に

留意しながら，領域的制度の相互作用が日系多国籍企業の現地化やグローバル化を円滑に進め

る基盤になりうるとの提起を第一の課題としたい。

次に，1990年代以降の多国籍企業研究では，「ローカルな暗黙知，アイデアの交換と相互学

習」「異なる文化，制度，消費者の需要や好みへのアクセス」の論点（Dunning,1998,p.53）

が強調される。特に，企業外部の「ローカルなバズ」（地域特有の習慣，うわさ話，評判など）

が指摘される。バズを引き出すためには，社会的なプロセスと排他的な関係性の克服が求めら

れる（Dicken,2011,pp.105106）。しかし，多国籍企業外部のローカルな環境における情報

交流や相互作用の内実はあまり明らかにされていない。

本研究は，領域的制度の相互作用の議論にあたってコミュニティの問題を検討したい。コミュ

ニティは「領域」を指す概念とされる（マッキーヴァー,1975；杉山,2012）。多国籍企業に

とっては，ローカルなコミュニティが大切とされるが，それはゲイテッドなものでなくグロー

バルに開かれた「グローカルなコミュニティ」（吉永,2010）であることが求められる。「グロー

カル」とは，グローバル化とローカル化の同時並行的な進行を指すとともに，相互作用関係も

指す（宮町,2008,p.16；長尾,2011）。多国籍企業の立地行動も，グローカルな性格をもつ

（鈴木・桜井・佐藤,2005,p.13）。多国籍企業が持ち込む文化と進出地域の文化との摩擦をグ
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ローバル－ローカルの関係のなかで解決する必要がある（平,2005）。

ここで「文化的結合culturalcohesion」に着目する。「文化的結合」は，ローカルとグロー

バルの間の経験の交換，価値観の共有，倫理的な規範への承認と関係する。そして，取引や調

整のコストを低下させるとともに，ローカルな地域文化の機能を促進させる。他方で，結合と

同時に多様性の尊重も重視される。「文化的多様性」は，ローカルな学習プロセスの促進，地

域の知識資源の活用範囲の拡大，「文化の出会い」を刺激し，文化的結合を補う役割を果たす

（kr�tke,2011）。文化的な多様性の尊重と文化的結合という，一見すれば相反するような概念

の共存は，先述のCoPsにみるコミュニティの論点と構造的に似ている。CoPsは，多様な主

体の存在，諸主体の多様な関わり方，多様な参加形態を包容しており，二分法的な関係の統合

を承認する。フォーマルとインフォーマルの両面から参加者は，少しずつコミュニティ内に存

在する暗黙知に近づくとともに他者の関心や考え方を理解し，アイデンティティを共有する

（レイヴ・ウェンガー,1993；杉山,2013）。2000年代以降には，多国籍企業の知識経営と関連

させたCoPs研究も進んできている（ウェンガー他，2002）。したがって，ビジネスに関わる

コミュニティがグローカルなものであるためには，「文化的結合」を交えた議論が不可欠にな

ると考えられる。グローカルなコミュニティを形成する基盤として，文化的結合の議論から考

察することが本稿の第二の課題となる。

本研究の構成は，次の通りである。第2章では，ドイツを研究対象に選定した理由を示し，

日系企業のドイツへの進出状況を確認する。第3章ではノルトライン・ヴェストファーレン州

（以下「NRW州」）を，第4章ではバイエルン州を事例に，日系企業をめぐるグローカルなコ

ミュニティを検討する。第5章では，グローカルかつ都市横断的な日系企業の現地化を支援す

る・Deutsch JapanischerWirtschaftskreis・（日独産業協会，略称「DJW」）の事例を検討

する。最後に，第6章では結論を述べる。

なお，本研究は公表資料に加えて，筆者が行った聞取り調査に基づき論述する。まず2013

年9月10日に，デュッセルドルフ日本商工会議所（略称「JIHK」）とDJWへ訪問のうえ聞

取り調査を実施した。JIHKでは，ジェトロ・デュッセルドルフ事務所，日本クラブの取り組

みについても聞取りを行った。また，2013年11月1日に，東京にてバイエルン州駐日代表部

への聞取り調査を実施した。2014年7月，2014年12月，2015年1月には，聞取り調査や本

研究の記述に関して，JIHK，DJW，バイエルン州駐日代表部への補完的な確認作業も行った。

さらに，第4章第2節で検討する「ヤーパンフェスト」に関しては，2014年7月20日に実施

した現地調査に基づいて論述している。

2.ドイツへの日系企業の進出状況

本章では，ヨーロッパとドイツへの日系企業の進出状況を概観する。ドイツを事例とする理
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由としては以下の3点が挙げられよう。

第1に，ドイツは日系企業の集積が最大である（図1）。ドイツの場合，イギリスやチェコ

などのように首都圏に日系企業が集中せず，NRW州，バイエルン州，バーデン・ヴュルテン

ベルク州，ヘッセン州へ分散している。一つの大都市圏でみた場合，ヨーロッパ最大の日系企

業が集積する大都市圏はロンドン977社（2013年）になるが，国別でみた場合，ドイツ1,571

社，イギリス1,064社（いずれも2013年）となっている。

第2に，ドイツ国内にはデュッセルドルフを頂点とする複数の集積地が見られ比較が可能と

なる数少ない国である（図2）1）。日系企業が最も集まるのはNRW州558社（2013年）となっ

ている。州都デュッセルドルフには358社（64.2％）が集積する。先行研究では，フランクフ
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1） 図2は，ドイツ国内にある，デュッセルドルフ，ミュンヘン，フランクフルト，ハンブルク，ドイ

ツ（ベルリン）各総領事館管轄区域の数字で表現している。

図1 ヨーロッパへの日系企業の進出数（国別）

（出所）外務省「海外在留法人数調査統計」より筆者作成。



ルトやハンブルクへの分散が指摘されたが（Schlunze,1992；平,2005），NRW州の日系企

業集積が減少しているわけではない。確かにNRW 州では，1990年の469社から2001年の

425社まで落ち込んだが，2002年に456社へ回復して以降はゆるやかな増加が続く2）。一方，

バイエルン州は1990年時点で137社であったが，2004年に200社をこえてから以降は，2009

年271社，2012年364社（うちミュンヘン140社）と顕著な増加が続く3）。デュッセルドルフ

を中心とするNRW州はいまもなお，ドイツ最大の日系企業の集積地であり，バイエルン州
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2） 在デュッセルドルフ日本国総領事館『「進出日系企業の実態調査」（2013年度調査）結果』（http://

www.dus.emb-japan.go.jp/profile/japanisch/j_top.htm，2014年7月1日最終確認）。

3） 以上，外務省『海外在留法人数調査統計』各年，およびバイエルン州駐日代表部より提供を受けた

・ExcellentGermanyIdeeBavarianSelectionVol.2・,より。なお，バイエルン州の日系企業数に関

してミュンヘン総領事館管轄としての数字は発表されているが，バイエルン州の数字は，2014年9月

12日時点で確認できないため，2012年のものを使用した。

図2 ドイツへの日系企業の進出数（ブロック別）

（出所）外務省「海外在留法人数調査統計」より筆者作成。



はドイツで2番目に多い集積地に成長している。ドイツの日系企業集積を議論するにあたって，

NRW州とバイエルン州の検討が不可欠となる。

ここで，どのような日系企業がNRW州とバイエルン州へ集積するのか確認しておく。ま

ず，企業形態は，現地法人の本店がNRW州205社，バイエルン州186社，現地法人の本店

以外がNRW 州39社，バイエルン州254社である4）。企業規模は，たとえばNRW 州では

9人以下が283社（53.6％，2013年）と多い。また，産業分野に関して，NRW州では製造業

300社（53.8％）と最も多い。ただし，NRW州において製造・加工を行う企業は9.4％であ

り，多くは営業・販売49.5％，市場調査・情報収集18.0％となっている5）。バイエルン州も，

『海外進出企業総覧』に記載のあるミュンヘンに立地する日系現地法人33社中，製造業の営業・

販売部門が24社（72.3％）である6）。つまり，オフィス集積の様子が確認される。営業圏域

は，NRW州の日系企業の場合，主要EU諸国297社（61.0％），ヨーロッパ全体，東欧，ロ

シア，トルコ，アフリカ，中近東などの諸国74社（15.2％）となっており7），国境を越えた

グローバルな展開が確認される。以上から，「欧州における統括販売拠点」8）として日系企業

の多くがドイツへ進出している状況を理解できる。都市集積の文脈で日系企業のドイツへのグ

ローカル化をめぐる議論を進めることが必要となる9）。

第3に，過去の業績を見ると，ドイツの集積は2000年代以降の分析がなされておらず，

集積の要因分析も不十分である。ドイツへの日系多国籍企業を検討した先行研究には，松原

（1989；1995），Schlunze（1992）がある。松原（1989；1995）では，デュッセルドルフを選択

する日系企業が多いことが指摘されている。Schlunze（1992）では，デュッセルドルフからハ

ンブルクやフランクフルトへ日系企業が分散している状況が指摘されている。他方，デュッセ

ルドルフへ日系企業が集まる要因を検討したものに，日本関連のスーパーマーケット，本屋，

散髪屋，レストラン，ドイツのローカルな不動産市場の存在をあげたGlebe（2008,pp.110

111）の研究もある。これは，エスニック・ビジネスの成立と発展（片岡,2008,p.34）に関

連する議論といえる。確かに，エスニック・ビジネスがデュッセルドルフへの日本人の集住と

日系企業の集積要因の一つになりえることは確かであろう。しかし，日本人コミュニティ内部

の相関図が示される（Glebe2008,p.111）のみでは，デュッセルドルフの日系企業集積とコミュ
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4） 前掲3）。

5） 前掲2）。

6） 東洋経済新報社（2011）『海外進出企業総覧2011国別編』pp.12381269より。

7） 前掲2）。

8） JIHKから聞取った文言である。

9） なお，オフィス賃料は，デュッセルドルフ24ユーロ/㎡，ミュンヘン33ユーロ/㎡であり，ベルリ

ン 22ユーロ/㎡，ハンブルク 24ユーロ/㎡と比較して高い。詳細は CityofD�sseldorf（2013）

・LocationProfileD�sseldorf・,p.55を参照のこと。賃料の高低ではない，別の要因から集積要因を

探ることが求められる。



ニティをめぐる研究として物足りなさを感じる。

以上のことを踏まえて，本研究では次の2点の課題を研究したい。一つは，日系企業の集積

と現地化に貢献する日本人コミュニティのなかでも，ビジネスに関わる各アソシエーションが

どのような役割を担っているのか，よりグローバルな視点から明らかにすることである。もう

一つは，ホスト社会のドイツ企業と日系企業がどのような環境のなかで相互関係を構築してい

るのか議論することにある。デュッセルドルフを含むNRW州は，以下で確認する通りヨー

ロッパのなかで最大級の日系企業の集積地となっている。それにもかかわらず，上述の諸点が

明らかにされていないことは経済地理学の課題ともいえ，研究対象とする価値が高い。したがっ

て，本研究の問題関心である日系企業とグローカルなコミュニティの問題について，ドイツの

事例からアプローチする。

3.デュッセルドルフへの日系企業の集積要因

（1）ジェトロによる基盤づくり

本章では，主にNRW州の事例を検討する。まずは，デュッセルドルフに日系企業が集まっ

た経緯を簡潔に確認する。日系企業の進出がはじまったのは1952年とされる。1955年には三

菱商事が「ドイツ三菱」として初めて日系企業として商業登記された。以後，日本人コミュニ

ティも形成され，日本と変わらない生活環境が形成された。さらには，ジェトロ（1962年），

日本クラブ（1964年），日本総領事館（1965年），日本商工会議所（1966年），日本人学校

（1971年）も開設され，1978年には，デュッセルドルフ中央駅北西のインマーマン通りに日本

機関や日系企業が入居する「独日センター」が建設される10）。

また，ソフト面のインフラも整えられている11）。デュッセルドルフのドイツ社会から日本

への信頼を裏づけるとともに日系企業にとって進出しやすい理由の一つに，外資系企業に対す

るビザ取得にかかわる優遇がある。事前に所定の必要書類を準備し，インターネットで登録し

面談日が確定すれば，当日は暫定ビザと住民票が30分程度で発行される仕組みが整えられて

いる。デュッセルドルフへの駐在員等の移動の容易さは，日系企業の集積要因の一つと考えら

れる。1990年代には上述のスピード感がなかったが，日本とドイツの信頼関係が深まるに伴

い，2000年代に形成されてきたとされる。

以下では，こうした日本とドイツの信頼関係に基づく環境が形成された要因を探ってみたい。
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10） 以上，州都デュッセルドルフ（2014）『デュッセルドルフ 伝統と将来性あふれる日系企業の集

積地 』・DJW News1/2014・pp.8 10，およびデュッセルドルフ日本商工会議所・NRW州イン

ベスト（2011）『日独交流150周辺記念経済展開催報告書』。

11） 以下，本節の記述は，前出のJIHKへの聞取り調査に基づく。同所事務総長（当時）が2006～2008

年，ジェトロ・デュッセルドルフ事務所所長であった。



まず，ジェトロの取り組みからみてみよう。ドイツにおけるジェトロは，デュッセルドルフと

ベルリンに事務所が置かれている。1990年代に入ると，ジェトロ・デュッセルドルフ事務所

がドイツへ進出する日系企業のケア，ドイツ人も含めた企業間の交流，地域間の交流を進める

ようになってきた。東京のジェトロ本部と議論を行い「ローカルtoローカル」に基づく経済

交流が実施され，日本の地場企業とドイツの地場企業間の相互の人的交流，ノウハウの共有お

よび関連する調査が促進された。具体的には，NRW州のエッセン，ミュルハイム，オーバー

ハウゼンと長崎との経済交流，ノイス，クレフェルトと静岡のテクノロジーセンターとの交流

などが行われている。長崎との交流では合弁会社を設立して，ドイツでよく行われている蛍光

灯の回収の再製品化といった事業の日本への移植が，静岡との交流では医療分野の交流が行わ

れている。こうした取り組みが10～20件程度選定され，実施に移された。以降，日本各県と

ジェトロとのネットワーク化が進められてきた。

デュッセルドルフでは，1990年代に日系企業のドイツ進出，日本へのドイツ企業の進出が

促進され，日本とドイツの相互交流が進むようになってきたという。こうしたローカルスケー

ルに基づくグローバルなドイツと日本とのネットワークが，ジェトロにより手がけられてきた

経緯がある。これは，次章で検討するバイエルン州による日系企業の支援の基盤ともなってい

る。結果，ドイツへの日本からの投資促進が進むようになり，ワンストップサービスの推進，

行政による進出日系企業の意向を把握するためのネットワーキング化，学校教育問題への対応，

生活・教育インフラ支援の基盤が形成されてきた。

（2）デュッセルドルフ日本商工会議所

もちろん，ジェトロのみですべての日系企業の現地化支援が行われているわけではなく，日

本側，ドイツ側の各機関が連携しあっている。日本側機関では，ジェトロとJIHK，日本クラ

ブとの結びつきが強い。以下では，JIHKによる支援活動を中心に議論する。

まずJIHKの概要を確認する12）。2014年7月1日時点で正会員，特別会員を含む合計526

社が入会する13）。これは，在欧日本人商工会議所のなかで最も規模が大きい。JIHKは「デュッ

セルドルフ」と名称がつくが，ドイツを代表する日本人商工会議所と位置づけられている。会

員の地域別内訳は，NRW州企業360社，フランクフルト周辺企業89社，ミュンヘン周辺企

業29社である14）。JIHKは，任意加入制にもかかわらずNRW州の日系企業のほとんどが入

会している。日本における商工会議所への会員入会率（杉山2012）と比較しても極めて高い

加入率といえ，ドイツへ進出する日系企業がJIHKを必要としている様子を伺える。正会員
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12） 以下の本章の記述は，別途の脚注を示す箇所以外，前出のJIHKへの聞取り調査に基づいている。

13） 2014年7月11日，JIHKより最終確認。

14） 前掲13）。



の業種内訳は，製造業189社（68.2％）が最も多い。ただし，第2章で検討した通りJIHK会

員の場合も，製造業であっても「欧州における統括販売拠点」としてオフィスを構える企業が

多いことに留意する必要がある。また，JIHKのホームページに掲載されている会員企業の各

サイトを確認する限り，NRW州やバイエルン州に開設した現地法人を統括拠点に，ヨーロッ

パ各国やロシア，アフリカ諸国へ支店や生産拠点を展開する企業を多数確認できる15）。具体

的には，次節でもう少し詳しく確認する。

次に，会員の所属理由を確認する。2013年3月にJIHKが実施したアンケートでは，1）日

系企業同士（異業種）の交流を行いたい61％，2）ドイツ企業とのコンタクトを行いたい17％

とする2つのニーズが多い。また，会員が望むビジネス支援について「非常に必要」「必要」

との回答は，ロビー活動96％，ドイツ以外の情報提供69％，求職者情報49％である16）。JIHK

によると，海外で自社ビジネスを拡大することが最重点にせよ，他の日系企業がデュッセルド

ルフでどういう苦労をしているか，どういう課題をもって進出しているか，情報としてもって

おきたい企業が多いという。特に，高付加価値な製品を生産する一方でドイツでのネットワー

クをもたない中小企業が駐在員事務所を開設して進出した場合，直接，顧客になりそうな企業

にアポイントをとろうとしても取れないのが実態とされる。

2013年に入会した企業のコメントにおいても，JIHKのネットワークに参加するなかから

日系企業の当該地域での情報を集めたいとする意向が実際に確認される（表1）。近年では，

大企業や中小企業にとどまらずベンチャー企業からの問い合わせもあるという17）。JIHKが提
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15） デュッセルドルフ日本商工会議所ホームページ（https://www.jihk.de/jp/）「会員企業リスト」に

掲載されている企業のうち，URL記載のある企業のホームページより確認。

16） 以上のデータは，デュッセルドルフ日本商工会議所（2013）『会報』2013年7/8月号p.13。

17） デュッセルドルフ日本クラブ（2013）『日本人会報第 120号』2013年 10月号（http://www.jc-

duesseldorf.de/index.php/jp/，2015年1月7日最終確認）の「日本商工会議所だより」。

表1 デュッセルドルフ日本商工会議所新会員（一部）コメント

出所）デュッセルドルフ日本商工会議所ホームページより作成。

注）18社中。コメントは他に，各社の事業内容に関するPRが掲載されている。



供する企業間ネットワークは，日系企業がドイツへの進出にあたって欠かすことのできない情

報交流の環境を形成しているといえる。

（3）デュッセルドルフ日本商工会議所のグローカルな支援

続いて，具体的にJIHKの支援内容を確認する。大きく分けると1）進出前の支援，2）進

出後の支援となる。まず1）からみてみよう。多い相談は，前節でみたネットワーク化に関す

るものという。また，進出にあたっての組織形態を現地法人，本店，支店，駐在員事務所のい

ずれにするかといった相談もあるという。これは，各企業の経営戦略やヨーロッパでの長期計

画の構築に影響が及ぶ，重要な支援と位置づけられている。さらには，ドイツの法律や慣習に

ついて，進出の早い段階から支援が行われる。特にドイツ人の求人，雇用契約，給与といった

労務問題では，留意する必要のある表現の指導がなされる。法人税など税金の問題とあわせて，

労務と税務支援に力点が置かれている。

次に，2）進出後の支援である。特に，次の2点の相談が多いとされる。第一に，労務，税

務，法務への継続的な対応である。デュッセルドルフへ日本から来る駐在員の多くは，日本で

社長の立場にない一部門の所属者が派遣される。こうした駐在員が経営を進めるにあたり，ド

イツ人を含む従業員とのコミュニケーションに戸惑う傾向があるという。その場合，法務上の

知識をもっておくことが従業員への対応に関する自信の分岐となり，従業員との円滑な人間関

係とトラブル回避につながるとされる。JIHKでは年間約15回 18）の法務税務委員会が設置さ

れ学習の機会が設けられているが，これは上述の理由によるところが大きい。

第二に，多国籍な文化の違いへの悩みがあるという。たとえば，ドイツへ進出する日系企業

は，「欧州における統括販売拠点」と位置づける企業が多く，国境をこえたモノの流動や拠点

への対応が必要となる。たとえば，EU圏内のVAT移転価格，本社－支店間の貸借への適正

さなどの知識も欠かせないという。さらに，ドイツ人を含むヨーロッパの人たち（現地従業員

や子会社社長）への理解も必要となる。デュッセルドルフに立地する企業であっても，なかに

は20ヵ国もの多国籍な従業員が所属する企業もある。近年ではM&Aが行われ，デュッセル

ドルフに拠点を置く企業がヨーロッパ各国の企業を子会社化するケースがある。その際，日本

の本社，ドイツ進出日系企業，M&A企業間の意思疎通が問題になる。日系企業はJIHKを通

じて，労使や法務の問題，多国籍な人間関係，本社と海外各社とのコミュニケーションの進め

方について継続的に学んでいくこととなる。

国境を越えるグローバルな展開に関する相談は，先述のJIHK会員の所属理由で確認した

ように，EU各国，ロシア，トルコ，中近東，アフリカなどドイツ以外の情報提供を望む企業

が多くなってきている。こうしたなかJIHKでは，2012年に総領事館やジェトロと協力して，
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18） 2014年は出張セミナーを含めて17回，開催される。



マケドニア，ハンガリー，スロベニア，エジプト，中東を，2013年6月にポーランドを19），

2014年9月にはスロバキアを対象としたビジネスセミナーが提供されている。参加者も多く，

スロバキアに関するセミナーには37名の会員企業関係者が参加し，スロバキアに進出する日

系企業にとってのメリット等が説明され，スロバキアの関係者20名とのネットワーキングも

行われている20）。

ここで，JIHKの会員のうちNRW州を拠点に第三国へ展開を図ってきた企業の事例を確認

しておきたい。たとえば，化学品メーカーのA社は，1964年にデュッセルドルフに事務所を

設置した。デュッセルドルフを欧州地域の戦略本部としながら，オランダやベルギーに生産拠

点を，イギリス，フランス，チェコ，ポーランド，ロシア，ウクライナに販売拠点や現地法人

の設立を進めてきている21）。そのようななかA社は，デュッセルドルフの日本人ビジネス・

コミュニティやインフラの重要性を指摘している22）。金属メーカーのB社は，歴史的にデュッ

セルドルフが鉄の街でありライン・ルール地方の中心地であったことから事務所を開設した。

その後，ロジスティクスや情報収集，日本社会への理解といった諸点から，近年になってロン

ドンやローマにも持っていたオフィスの機能をデュッセルドルフに集約するとともに東欧やロ

シアに事業展開を図っている23）。B社の場合も，日系企業の統括機能を置く最適な条件に，デュッ

セルドルフの日本社会の集積と享受をあげる24）。

JIHKでは，ドイツやヨーロッパの法律や慣習など制度や文化といった側面への現地化支援，

さらにはドイツに統括拠点を置く企業がグローバルに事業を展開するための支援に重点が置か

れている。すなわち，JIHKは，グローカルなコミュニティの担い手として重要な役割を果た

しているといえる。

（4）日本文化への理解の増進

JIHKは，経済的な企業支援を手がけるだけでなく，日本クラブや日本人学校を通じた文化・
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19） 前掲16）。

20） デュッセルドルフ日本クラブ（2014）『日本人会報第 126号』2014年 10月号（http://www.jc-

duesseldorf.de/index.php/jp/，2015年1月7日閲覧）の「日本商工会議所だより」。

21） A社ホームページ（http://recruiting-info.jp/fujifilm/view.php?id=80775&parent=0&cid=11956

&m=view，2015年1月7日閲覧）。

22） 株式会社エヌ・アール・ダブリュージャパン（2003）『NRW州における日本企業 アンケート

調査結果 』p.7（http://www.nrw.co.jp/file/publications/dataobj-4-datafile.pdf，2015年1月

7日閲覧）。

23） 州都デュッセルドルフ市（2011）『デュッセルドルフ 日本企業の欧州市場への進出拠点 』

p.3。

24） デュッセルドルフ日本商工会議所（2008）『「新しい欧州」のビジネスセンター デュッセルド

ルフ 』p.9。



学術交流にも力を注いでいる。たとえば日本クラブには，法人会員約250社，個人会員約

4,000人が所属する。2012年度に実施された事業数は1,469回とされ，活発な文化交流が進め

られている25）。さらにデュッセルドルフには，ドイツ側の文化交流機関である独日ニーダー

ライン協会，上部組織である独日協会の連合組織が置かれる26）。経済だけでなく文化的な交

流を行う諸機関と連携しあうなかから，日本とドイツとの関係を強化するグローカルなコミュ

ニティが形成されている。

特に，2002年から継続的に「市民文化交流祭」と「日独経済シンポジウム」から成り立つ

「日本デー」が1年に一度，それぞれ一日間ずつ開催されている。日本デーは日本側の機関だ

けでなく，NRW州政府，デュッセルドルフ市，DJWといったドイツ側機関とも協働して進

められる。「市民文化交流祭」「日独経済シンポジウム」ともに，2014年までに計13回実施さ

れている。動員数は毎年，経済シンポジウムには200名前後，市民文化交流祭には70～80万

人前後が来場する。市民文化交流祭では，太鼓，茶道，華道などの伝統的な日本文化の紹介，

水ヨーヨーといった日本の夏祭りの再現に加えて，コスプレなど日本のポップカルチャーにか

かる催しも行われる。若者を中心としたコスプレイヤーだけで10,000～12,000人程度も来場

する。

1日間のイベントと捉えると，それがドイツと日本間の文化理解においてどの程度の影響が

あるのか，疑問に思う読者もいるかもしれない。しかし重要なことは，市民文化交流祭や経済

シンポジウムに向けて，日本側とドイツ側の各機関による月1回程度の定期的な会合がトップ

レベルと作業レベルの両方で行われる点にある。具体的には，州，市，日本側諸機関との共同

組織「日本デー組織委員会」，そのもとに「日本デー文化委員会」「日本デー経済委員会」「日

本デー予算委員会」が組織化される27）。そして，各レベルの会合を通じた日本側とドイツ側

諸機関との定期的な情報交換と交流のなかから相互の信頼関係が醸成されていく。実際，

NRW州では，日本デーが開催されはじめた2002年を境に日系企業の進出がゆるやかながら

増加を続け，2013年に過去最高の558社まで伸張している28）。

JIHK，日本クラブは，日本の文化のよさをドイツの人たちに理解してもらうために日本デー

を重視しているという。こうした見解を踏まえるならば，日本デーの実施による日本側とドイ

ツ側の協働と相互交流の促進が，双方の文化に対する理解を深め，日系企業のさらなる集積に

結びついている要因の一つと捉えられよう。
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25） デュッセルドルフ日本クラブホームページ（http://www.jc-duesseldorf.de/，2014年７月1日閲

覧）。

26） 前出2013年9月10日に実施したDJWからの聞取りと現地でのオフィス確認による。

27） JIHKから提供を受けた『2012年度事業活動報告』より。

28） 前掲2）。



4.バイエルン州における日系企業の集積要因

（1）バイエルン州によるグローカルな支援

本章では，ドイツのなかでも近年，日系企業の集積が顕著なバイエルン州の事例を検討する。

以下では，ドイツ側の行政機関であるバイエルン州政府の取り組みを中心に議論を進める29）。

これは，日系企業の進出においてバイエルン州政府の果たした役割が大きいとする見方 30）が

あることに起因する。バイエルン州への日系企業の進出は「ひとつのブーム」とされる。バイ

エルン州へ日系企業が集積する要因はいくつか考えられるが，チェコやポーランドなどの中欧

諸国，スイスやオーストリアとの近接といった物理的な地理的近接に加えて，日系企業が集積

しやすい環境が形成されていることも要因にあげられる。たとえば，1）生活面での充実と治

安のよさ，2）日本人コミュニティと日本企業間のネットワークの存在，3）日系企業とドイツ

企業や他の外国企業との相互交流の機会の存在，4）グローカルな支援体制の充実，の4点が

あげられる。

バイエルン州には，州経済省が選定した積極的に支援する19の産業分野に対して，州経済

省の主導で19の産業クラスターが設置されている31）。こうした地域産業政策の遂行も，日系

企業の顕著な集積の要因の一つに挙げられる。ただ，バイエルン州ではインターネット大手企

業などのオフィス立地，従業員規模が50人に満たない中小企業や法人化されていない小規模

企業の駐在員事務所の拠点化支援にも力が注がれる。なかには，駐在員1名の小さなオフィス

からスタートする中小企業や研究機関もあるという。こうした進出日系企業への支援は，バイ

エルン州駐日代表部を含む公的機関，ジェトロ，DJWとの情報共有に加えて，日本に所在の

ある各自治体や自治体スケールごとの中間的な産業支援組織，在日ドイツ商工会議所との連携

のもとで進められている。

一例をあげると，光学ガラスや光ファイバーを製造する，さいたま市に本社のあるガラスメー

カーC社は，同社のなかで唯一の海外拠点がニュルンベルクに置かれている。ドイツ法人設

立にあたっては，バイエルン州やジェトロだけでなく，さいたま市，さいたま市産業創造財団

といった日本の自治体，中間的産業支援組織との協働的な支援が行われたという。これは，第
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29） 以下の本節の記述は，別途の脚注を示す箇所以外，前出のバイエルン州駐日代表部への聞取り調査

に基づいている。

30） 在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ（http://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp，2014年

7月1日最終確認）。

31） バイエルン州駐日代表部から提供を受けた・InvestinBavaria,・Bavaria:AGuideforInvestors・・,

2013年版より。なお，バイエルン州にあるクラスターそのものについては，下部組織を含めると違う

数え方もあることに留意する必要がある。2014年7月3日，駐日代表部より確認。



3章で検討したジェトロによる「ローカルtoローカル」の取り組みも基盤になっているといっ

てよい。さらに，小さな駐在員事務所からはじめるにあたって，オフィスの選定，登記のアド

バイスなどのサポート（D社），日系企業のネットワークやバイエルン州のドイツ企業のネッ

トワークへの紹介（E社）を受けた事実も確認される32）。

また，バイエルン州の場合も，進出日系企業のグローバルな展開が確認される。たとえば，

13年ほど前にミュンヘンに「ユーロラボ」という会社を設立した通信業のF社は，ミュンヘ

ンを拠点に現在では，EU主導のITコンペや共同プロジェクトに参加している33）。また，

G社は1999年にドイツ企業H社と合弁会社を設立し，以後，ミュンヘンにG社の欧州本社

が立地している。そのようななか，たとえばフランスに本社を置く航空機メーカーやスペイン

の企業との取引を拡大している34）。G社は，世界各国で事業を行ううえで，文化や言語の異

なる多くの国と共生し，歴史的にも多様性のなかでグローバルなアプローチを行ってきたバイ

エルン州から多くのことを学んでいるという35）。

バイエルン州の取り組みでは，ドイツ側の支援機関と日本側の支援機関によるグローカルな

つながりのなかで，中小企業，小規模企業を含めた日系企業の進出支援が進められている。さ

らには，バイエルン州を拠点としてグローバルな事業展開を行う企業も確認される。以上を踏

まえるならば，グローバルとローカル両面のスケールでの支援体制の存在が，近年のバイエル

ン州への日系企業の顕著な集積を実現する要因と理解される。

（2）グローカルな文化的結合の実践

他方，バイエルン州においても，現地化支援にあたって経済的な側面だけではない，文化的

な側面を重視した取り組みが行われている。まずは，「ヤーパンフェスト」からみていきたい。

「ヤーパンフェスト」は，毎年7月にミュンヘン市内の英国庭園内の日本庭園において開催さ

れる36）。2014年で19回目の開催となっている。ヤーパンフェストは，ドイツ側の機関である

独日協会，日本側の機関であるミュンヘン日本人会，ミュンヘン日本総領事館が協同で開催し

ている。主催団体を一見すると企業色が弱い印象を受けるかもしれないが，日本人会に70社
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32）『バイエルン州ビジネスニュース』2012年第2号，第3号。

33） 2014年12月25日のバイエルン州駐日代表部への補完的調査により確認。

34） バイエルン州駐日代表部より情報提供を受けたG社ホームページ（http://journal.jp.fujitsu.com

/2014/11/27/01/,2014年12月25日閲覧）より確認。

35） バイエルン州駐日代表部（2014）『好況を背景に存在感を示す独バイエルン州 日本企業360社

が欧州を拠点とする理由』。当該冊子は，日本経済新聞電子版広告特集として2014年3月31日～4月

30日に掲載された内容をもとにバイエルン州駐日代表部が一部再構成したもので，2014年7月に同

代表部より提供を受けた。

36） 以下のヤーパンフェストの記述は，前出の筆者による2014年7月20日の現地調査に基づいて記述

している。



の日系企業が法人会員として加入しており37），ヤーパンフェストにブースを出している日系

企業も存在することに留意が必要である。ヤーパンフェストでは，柔道，生け花，折り紙，盆

踊りといった日本文化の紹介と実演，日本の食文化の紹介，さらにはポップカルチャーにかか

わる実演，販売などが行われる。

来場者の年齢層は，年輩者や家族連れも多いが，一方で若い世代を中心としたコスプレイヤー

の来場も多い。筆者が現地で確認した限り，来場者の3割はアニメ関連のコスプレ衣装を身に

つけていた。来場者は，日本人来場者が4.7％であり，ドイツ人をはじめとするヨーロッパの

人たちが大半となっている。総来場者は，主催者によると不明とのことだが，筆者の算出によ

ると主催者本部前だけでのべ15,816人が通過している計算となり，多くの人たちが来場して

いる様子をみてとれる38）。また，日本人のなかには南ドイツの民族衣装レーダーホーデン

（男性），ディアンドル（女性）を着た来場者もみられる。

ヤーパンフェストからは，ホスト社会が日本文化を受け入れるとともに，日本人も現地の文

化への理解を進めている様子を確認することができる。ミュンヘンにおける日本関連のアメニ

ティの存在やヤーパンフェストのような日本文化への理解が促進される機会の存在は，バイエ

ルン州へ日系企業が進出する基盤の一つになりえていると捉えられる。ただし，バイエルン州

への日系企業の集積が顕著となった2000年代半ば以前からヤーパンフェストは開催されてき

た。それゆえ，近年のバイエルン州への日系企業の顕著な集積をめぐって，いま一歩，踏み込

んだ取り組みの確認も必要となる。

ここで，前節で検討したバイエルン州駐日代表部の取り組みをみておきたい。バイエルン州

駐日代表部の活動は経済的支援にとどまらない。たとえば，日本国内においても近年，各都市

において日本版の「オクトーバーフェスト」が実施されており，駐日代表部が後援するものだ

けでも一年間に10ヵ所において開催されている39）。東京に事務所を置く駐日代表部は，ビー

ル片手にオクトーバーフェストなどの機会へ積極的に参加することを心がけているという40）。

すなわち，バイエルン州駐日代表部は，バイエルン州内だけでなく日本国内においても文化的

な要素を伝えて相互理解を図る努力のなかから現地化支援を手がけているのである。先ほど確

認した通り，日系企業のバイエルン州への進出において州政府の果たした役割が大きい41）と

されることを踏まえると，駐日代表部による日本国内での文化的な相互理解の促進を重要な取

り組みにあげることができよう。
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37） 2014年7月20日のミュンヘン日本人会からの聞取りによる。

38） 主催者本部前にて15分間のカウンティング調査を実施。通行者659人中，日本人の来場者が31人

だった。659人に開催時間数（6時間）をかけ合わせると，単純計算だが15,816人となる。

39）『バイエルン州ビジネスニュース』2012年第2号。

40） 前掲29）。

41） 前掲30）。



以上から，次の2つの特徴を抽出できる。一つは，ヤーパンフェストで確認されるように，

ホスト社会であるドイツ人が日本文化に理解を示して交流や相互理解に力が注がれている点で

ある。ヤーパンフェストは，日本人だけでなく現地の人たちのイベントという様相が強く，文

化的結合に通じる取り組みが行われているといってよい。日系企業の参加を踏まえると，ヤー

パンフェストは日系企業がバイエルン州に進出しやすい環境を提供する要因の一つになりえて

いる。もう一つは，バイエルン州内だけでなく日本国内においても，ドイツの文化への理解促

進を図っている点である。ホスト社会での日本文化の相当程度の受容とグローカルなスケール

での相互理解の促進が，近年のバイエルン州への顕著な日系企業集積に影響を与えていると捉

えられよう。

5.グローカルな都市横断的支援組織

（1）Deutsch JapanischerWirtschaftskreis（日独産業協会）

以上で検討したJIHK，バイエルン州のいずれも協働関係の機関の一つにDJWをあげてい

た。DJWは重要な鍵を握る組織と考えられるため，本章で詳しく検討する。

まず，DJWの概要を確認する42）。DJWは，1984年に東京で開催されたドイツ博を発端に

1986年に設立された組織で，ドイツ側の支援機関に位置づけられる。DJWはデュッセルドル

フを拠点に活動している。目的は，日独両国間の経済，ビジネスの活性化にある。DJWは，

行政，ジェトロ，JIHKとも関係をもち協力体制を構築しているが，政策的イニシアティブを

とることがない中間的支援組織とされる。2001年からは非営利の公益団体として活動を行い，

ドイツ全土および日本での支援活動を展開するアソシエーションとして，グローカルかつ都市

横断的な活動が行われている。2012年時点の会員数は約1,300件でドイツ人会員が多く，日

本，オランダ・スイスなどの欧州，アメリカ，中国の個人や企業も所属する43）。内訳は個人会

員（53％），企業会員（30％），フリーランサー（8％）となっている44）。企業だけでなく個人

も会員登録が行えることは，参加のしやすさという点でDJWの魅力の一つとなっている。会

員数が最も多いのは，DJWが所在するデュッセルドルフおよびNRW州であるが，ドイツ全

土に広がりをもっている（図345））。
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42） 以下の本章の記述は，別途の注を示す箇所以外，前出DJWへの聞取り調査に基づく。

43） Deutsch JapanischerWirtschaftskreis（2014）・Mitgliederverzeichnis2013/2014・,p.xv.

44） DeutschJapanischerWirtschaftskreis（2012）・ErgebnisprotokollderMitgliederversammlung

f�rdasGesch�ftsjahr2011desDeutsch JapanischenWirtschaftskreisese.V・.

45） 前掲43）には，掲載を希望した会員情報が掲載されている。したがって図3は，DJW会員総数で

ないことに留意されたい。なお，会員名簿「郵便番号別索引」を参考に図3を作成することは，事前

にDJW事務局から承諾を得た。



事業は大きく2つに分けられる。一つは「インフォメーション・プラットフォーム」，もう

一つは「ネットワーク」の提供にある。前者は，1）情報発信や広報活動，2）人事マネジメン

ト，ビジネス，環境，貿易などをテーマにしたシンポジウム・セミナーの開催，3）個別コン

サルティングや相談への対応，専門家への仲介，4）履歴書チェックやスクーリングに関わる

アドバイスや事業の実施などがある。またDJWの広報誌「ニュースレター」は，ドイツ語，

英語，日本語の3ヵ国語で記載が行われている。これは，ドイツや日本のことをお互いに知り

たいとの想いから，文化交流を促進することも念頭に置いているという。後者は，1）参加者

相互の経験や意見交換を各都市で行う「DJW会」などのネットワーキング活動，2）求人・

求職サービス事業による求人企業と求職者の仲介が行われている46）。
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46） DJWから提供を受けた資料より。

図3 ドイツにおけるDJW 州別会員数

（出所）Deutsch JapanischerWirtschaftskreis（2014）を参考に

作成。



（2）「朝の会」「分科会」によるネットワーク形成

本節では，「ネットワーク」事業のなかでも，近年のDJWが力を注ぐセミナーやシンポジ

ウム活動のうち「朝の会」と「分科会」を検討する。まず，朝の会は2011年から実施されて

いる。朝にネットワークを広げていく活動は，他の団体や活動でもあまりないという。以前は

午後の開催が多かったが，特に日系企業の代表者の参加が少なく，ドイツ企業の場合も午後に

仕事を打ち切って参加するのは難しい状況にあった。どうすれば参加率をあげることができる

か考えたとき，時間の問題に行き着き，朝に会合が開催されるようになった。朝の会では，ド

イツ経済，ヨーロッパ経済，日本経済を中心にテーマが設定されて，テーマに即したゲストと

参加者間の議論が交わされる。朝の開催になったことによって，多くの議論が出されるように

なったとされる。一回あたりの参加者は40人程度に限定されているが，そうした少人数での

濃密な情報交換により新たなネットワーク化が実現している。最近では，デュッセルドルフで

の開催にとどまらず，ミュンヘンやベルリンなど，会員が所在するドイツの各都市において開

催されるようになってきており，日系企業とドイツ企業間のネットワーク化が積極的に進めら

れている。

次に，分科会である。分科会も，2011年にスタートした新しい活動とされる。分科会は，

会員自らのイニシアティブによって行われる活動とされ，自主性が重視されるうえ，インフォー

マルな要素もある。分科会活動をDJW本体として後押ししている状況という。活動分野は，

2014年6月時点において，「バイオテクノロジー」「金融・財政」「食品」「GermanJapanese

ProfessionalWomen・sNetwork」「IT」「再生エネルギー」の6分科会が機能している。女性

ネットワークの分科会のみ代表担当者が日本人で，その他の5分科会はドイツ人が代表担当者

となっている47）。活動目的は分野による違いがあるが，いずれもドイツ企業，日系企業間の

情報交換とノウハウ共有，専門的知識にかかわる学習，新製品開発の議論が志向されている。

また，女性ネットワークの分科会では，ドイツに住む女性が働くにあたって必要となる言葉の

問題，現地の法律・習慣にかかわる知識の習得と情報交換，さらには企業に対する女性登用の

積極的な働きかけが展開されている48）。

以上のようにDJWでは，ドイツと日本の間のネットワーク化に力が注がれている。DJW

ではドイツ各都市および，日本国内では現在のところ49），東京で毎年セミナーが開催されて

いる。また，個別に企業から寄せられる相談案件についても，企業とのつながりを求める声が

あるという。たとえばドイツ企業が日本の市場へ進出するにあたって「日系企業のパートナー

を探している」とする相談は，その最たるものといえる。DJWは，ビジネスにかかわるドイ
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47） DJWホームページ（http://www.djw.de,2014年7月1日最終確認）。

48） 前掲42），前掲47）。

49） 2014年7月時点。日本国内での開催に関して，将来的に東京以外でセミナーを開催する可能性もあ

るという。



ツ企業と日本企業，さらにはドイツ人と日本人との相互交流と学習が行われるアソシエーショ

ンとして重要な役割を果たしている。

（3）雇用促進支援と仲介事業の展開

最後に，DJWが力を注ぐもう一つの事業を検討したい。DJWでは，「求人・求職サービス」

の提供をタイムリーに行っている。具体的には，ドイツ人と日本人，ドイツ企業と日系企業の

双方からの求職，求人の希望が寄せられる。希望する業種は，求職者側も企業側も，自動車，

電子機器，機械などの製造業から教育，コンサルタント，税務などの専門業種まで多岐にわた

る50）。求職者の内訳は，ドイツ人が比較的多い。2002年から2012年9月までに1,368人の求

職者からの登録があり，2012年時点において297人（うち日本人78人）の登録者が求職活動

中にある。また，ドイツ人求職者の日本語能力は，ビジネスレベル48％，上級レベル29％と

なっている51）。日系企業にとってDJWが提供する求職者情報へアクセスできることは，現地

化を進めやすくする可能性を高める有用なツールと捉えられる。

また，DJWにおいて会員から寄せられる相談で最も多いものは，求人・求職といった人材

にかかわるものという。具体的な相談では，たとえばドイツ企業であれば，東京に住んでいる

エンジニアの給与額を知りたいとする相談，個人であれば履歴書のチェックをしてほしいとい

う相談まで多岐にわたる。さらには，ドイツ企業が日本で事務所を開設する場合，日本のパー

トナーを探す方法，文化的な問題についてもDJWとして相談に応じているという。DJWへ

の相談件数は，求人・求職にかかわるものを中心に年間300件に達する。こうした状況を踏ま

えるとDJWは，日本とドイツ間の求人・求職の仲介役を果たしているといってよい。

求人・求職の仲介を行うDJWでは，ドイツの若い人たちへの日本の紹介に向けた新しいア

イデアの提案を常に意識しているという。ドイツでは日本語を学ぶ学生数が多く52），DJWの

活動は日系企業の現地採用を容易にする環境の一端を担う。これは，日本に興味をもつ若い学

生を日系企業と結びつける有用な機会といえる。DJWでは，前節で確認した企業間のネット

ワーク化支援だけでなく，本節で確認した求職・求人という雇用や人材面の支援が両輪となっ

て行われている。ドイツ企業だけでなく日系企業への支援も手がけるDJWは，日系企業のド

イツへの現地化を円滑に進めるグローカルなコミュニティの形成において重要な役割を果たし

ているといえよう。
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50） 前掲47）。

51） 前掲44）,p.10。

52） JIHKから提供を受けた「NRW 州における日本語・学の学生数（学士・修士）」によると，ドイツ

全土では3,163人が日本語学を専攻している。そのうち，NRW 州では1,359人（43.0％），バイエル

ン州では528人（16.7％）となっている。日本語学を専攻する学生数の存在は，進出日系企業の現地

化における円滑な経営や労働力確保へ少なからぬ影響をおよぼす可能性が考えられる。



6.おわりに

本研究では，ドイツを事例に，日系多国籍企業の進出や現地化を円滑に進めるグローカルな

コミュニティの基盤について領域的制度と文化的結合の視点から検討を進めた。最後に本研究

の考察で明らかになった4点をまとめ，結論を述べる。

第一に，日系企業への支援が行われるドイツのコミュニティは，グローカルな要素を備えて

いることが確認された。たとえばジェトロは，1990年代からグローバルなスケールでドイツ

と日本の各県との関係を構築する「ローカルtoローカル」事業を展開していた。そのうえで

デュッセルドルフに集まる日系企業は，グローカルな支援を展開するジェトロと連携する

JIHKなどの日本側機関，ドイツ側機関が相互に関わりあった支援体制のもとで現地化を進め

ていた。また，近年のバイエルン州においてもジェトロ，日本の自治体や中間的組織，DJW

などドイツ側機関と連携したグローカルな枠組みのなかで現地化支援が展開されていた。DJW

においても，支援を行う地域が事務所の所在地であるデュッセルドルフだけでなく，ドイツ全

土と日本へ広がりをみせている。さらにドイツの日系企業は，NRW州やバイエルン州などの

特定の都市をベースに，欧州各国，ロシア，中東，アフリカ方面など第三国への営業圏の拡大，

新たな拠点の設置を展開していた。ドイツにおける支援機関や日本人コミュニティには，グロー

バルな展開のための情報を取得できる環境が存在している。したがって，NRW州とバイエル

ン州へ日系企業を吸引する集積要因として，グローバルとローカルを架橋する重層的かつグロー

カルなコミュニティをあげることができる。

第二に，ドイツへ進出する日系企業は，異業種間ネットワークや日系企業－ドイツ企業間の

ネットワーク構築，ドイツ以外の第三国の情報収集を希求していて，こうした企業側のニーズ

に応える支援が行われていた。たとえばJIHKの会員企業においては，異業種交流による情

報交換の機会を求める声を多く確認することができたし，近年のDJWにおいても朝の会や分

科会などのネットワーク化の活動が活発であった。バイエルン州駐日代表部においても，日系

企業の支援にあたって企業間ネットワークへのアシストを重視するとともに，支援を受ける企

業側もバイエルン州における企業間ネットワークへのアクセスを享受していた。さらに，ドイ

ツ国内だけでなくドイツ国外のアクターとのネットワーク化支援も行われていた。こうしたネッ

トワーク構築が支援機関を介して行われている事実は，日系企業が領域的制度を重視する証左

といえよう。

第三に，上述した第二の論点とも関連するが，欧州における統括販売拠点としてドイツにオ

フィスを開設する日系企業の多くが，現地での確かな情報と異業種間ネットワークを求めてい

たことは，都市集積の視点から集積要因を検討する必要性を示唆している。ドイツには日系企

業がヨーロッパのなかで最も多く集まっているにもかかわらず，NRW州やバイエルン州の日
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系企業をめぐる具体的な研究がそれほど進められてこなかった。これは，斯学が都市集積論を

看過してきたことも関係していよう。したがって，日系企業のグローカル化や領域的制度の問

題を都市集積の文脈で検討することも求められる。

第四に，NRW州，バイエルン州のいずれの事例においても，日系企業への支援にあたって

文化的な相互理解が重視されていた。たとえば日本デーでは，準備プロセスにおける日本側と

ドイツ側諸機関との定期的な情報交換と交流が，相互の信頼関係の醸成の基盤となっていた。

また，バイエルン州においてもヤーパンフェストが毎年開催されており，日独各アクターの文

化的結合が実践されている。加えて，バイエルン州駐日代表部が手がけたような日本国内にお

ける文化的結合の取り組みも進められている。こうした日本デーやバイエルン州政府による文

化交流の実践は，NRW州やバイエルン州への日系企業集積の増加する時期と重なる。一方，

日独文化への相互理解の促進はイベントの実施だけにとどまらない。たとえばJIHKやDJW

では，日常的に日系企業に対してドイツやヨーロッパの法律や習慣といった知識の教示，さら

には経営，採用，雇用面での多国籍な異文化理解に向けた手厚い支援が行われており，企業側

もこうした支援を実際に受けている様子が確認される。日系企業は，進出する地域および多文

化共生に対する理解を，支援機関での学びを通じて深めているのである。

以上の諸点から，ドイツにおける日系企業の現地化やグローバルな事業展開が領域的制度と

文化的結合を基盤としたグローカルなコミュニティを通じて進められていると結論づけられる。

もちろん本研究では，日系企業が集まるNRW州，バイエルン州以外の諸都市および支援機

関のすべてを包括できたわけではなく中間的，速報的でもある。また，本研究の知見が他国で

の日系企業支援においても応用可能かどうか，検討する余地が残されている。さらに，ドイツ

の諸都市を統括拠点にグローバルな存在になってきている日系企業の個々の進出過程と意思決

定をめぐる研究も求められよう。より多くの事例を検討して本研究での結論の精緻化を進める

ことを今後の課題としておきたい。

付記

デュッセルドルフ日本商工会議所，日独産業協会，バイエルン州駐日代表部，ヤーパンフェ

スト主催者の皆様，デュッセルドルフ日本商工会議所訪問の仲介をいただいた東京の日本商工

会議所の皆様，川崎陽子氏に心よりお礼申しあげます。また，ドイツへの渡航にあたり，様々

な助言をくださった長尾謙吉先生にこの場をお借りして感謝申しあげます。

参考文献

エティエンヌ・ウェンガー，リチャード・マクダーモット，ウィリアムス・M・スナイダー著，野村恭彦

監修，野中郁次郎解説，櫻田祐子訳（2002）『コミュニティ・オブ・プラクティス ナレッジ社会

の新たな知識形態の実践 』翔泳社。

片岡博美（2008）「エスニック・ビジネス」山下清海編『エスニック・ワールド 世界と日本のエスニッ

経済学雑誌 第116巻 第2号104



ク社会 』pp.3439。

鎌倉夏来・松原宏（2012）「多国籍企業によるグローバル知識結合と研究開発機能の地理的集積」『経済地

理学年報』第58巻，pp.118137。

川端基夫（2008）『立地ウォーズ 企業・地域の成長戦略と「場所のチカラ」 』新評社。

小長谷一之（2005）『都市経済再生のまちづくり』古今書院。

ジーン・レイヴ，エティエンヌ・ウェンガ―著，佐伯胖訳（1993）『状況に埋め込まれた学習 正統的

周辺参加 』産業図書。

杉山武志（2012）「大都市圏経済を支えるコミュニティの多様性と商工会議所の役割 大阪府における

事例から 」『地域経済学研究』第25巻，pp.87105。

杉山武志（2013）「都市集積研究における集団学習の意義とコミュニティ論の復活」『人文地理』第65巻，

pp.129147。

鈴木洋太郎（1994）『多国籍企業の立地と世界経済 インターナショナル・ロケーションの研究 』

大明堂。

鈴木洋太郎（1999）『産業立地のグローバル化』大明堂。

鈴木洋太郎（2005）「多国籍企業の立地行動と産業配置」矢田俊文編著『地域構造論の軌跡と展望』ミネ

ルヴァ書房，pp.117130。

鈴木洋太郎・桜井靖久・佐藤彰彦（2005）『多国籍企業の立地論』原書房。

平篤志（2005）『日本系企業の海外立地展開と戦略 都市圏・地域圏スケールにおける地理学的分析 』

古今書院。

田村大樹（2000）「産業集積と都市集積」九州大学経済学会『経済學研究』第67巻第4/5号，pp.8196。

長尾謙吉（2000）「工場の立地展開と企業間リンケージ カナダ日系自動車企業の事例 」大阪市立

大学経済研究所・森澤恵子・植田浩史編『グローバル競争とローカライゼーション』東京大学出版会，

pp.5173。

長尾謙吉（2011）「グローカル化と大都市圏 経済地理学の観点 」都市研究第10巻，pp.4349。

ピーター・ディッケン著，宮町良広監訳（2001）『グローバル・シフト（上） 変容する世界経済地

図 』古今書院。

松原宏（1989）「多国籍企業の経済地理学序説」『西南学院大学経済学論集』第24巻第2号，pp.127153。

松原宏（1995）「資本の国際移動と世界都市東京」『経済地理学年報』第41巻，pp.293307。

松原宏（2006）『経済地理学 立地・地域・都市の理論 』東京大学出版会。

町村敬志（1994）『「世界都市」東京の構造転換 都市のリストラクチュアリングの社会学 』東京

大学出版会。

水野真彦（2013）「経済地理学における制度・文化的視点，ネットワーク的視点，関係論的視点」『経済地

理学年報』第59巻，pp.454467。

宮町良広（2008）「『グローカル化』とは何か」大分大学経済学部編『グローカル化する経済と社会』ミネ

ルヴァ書房，pp.136。

吉永明弘（2010）「場所の感覚と『グローカルなコミュニティ』論 『コスモポリタン的炉端』の概念

をヒントに 」広井良典・小林正弥編『コミュニティ』勁草書房，pp.153164。

ロバート・M・マッキーヴァー著，中久郎・松本通晴監訳（1975）『コミュニティ 社会学的研究 ：

社会生活の性質と基本法則に関する 試論 』ミネルヴァ書房。

Amin,A.andThrift,N.（1994）・Globalization,institutions,andregionaldevelopmentinEurope,・

Oxforduniversitypress.

Dicken,P.,Tickell,A.andYeung,H.（1997）・PuttingJapaneseInvestmentinEuropeinItsPlace,・

Area,vol.29,pp.200212.

Dicken,P.（2011）GlobalShift:TransformingtheWorldEconomy,SixthEdition,SagePublications.

日系多国籍企業のドイツへの現地化とグローカルなコミュニティの基盤 105



Dunning,J.H.（1998）・LocationandtheMultinationalEnterprise:ANeglectedFactor?,・Journal

ofInternationalBusinessStudies,vol.291,pp.4566.

Duranton,G.andPuga,D.,（2004）・Micro foundationsofurbanagglomerationeconomies,・

Henderson,J.V.andThisse,J.F.,ed.,Handbookofregionalandurbaneconomics,14,Elsevier,

pp.20632117.

Glebe,G.（2008）・SegregationandtheEthnoscape:TheJapaneseBisinessCommunityinD�sseldorf,・

Goodman,R.,Peach,C.,Takenaka,A.andWhite,P.GlobalJapan:TheExperienceofJapan・s

NewImmigrantandOverseasCommunities,Routledge,pp.98115.

Kr�tke,S.（2011）TheCreativeCapitalofCities:InteractiveKnowledgeCreationandtheUrbaniza-

tionEconomiesofInnovation,Wiley Blackwell.

Martin,R.（2000）・InstitutionApproachesinEconomicGeography,・Sheppard,E.andBarnes,T.J.

eds.ACompaniontoEconomicGeography,Blackwell,pp.7794.

Schlunze,R.D.（1992）・SpatialDiffusionofJapanesefirmsinWestGermanyandWestBerlinfrom

1955to1989,・GeographicalReviewofJapan,65B,pp.3252.

Tallman,S.andChacar,A,S.（2010）・KnowladgeAccumulationandDisseminationinMNEs:A

PracticebasedFramework,・JournalofManagementStudies,voi.482,pp.278304.

経済学雑誌 第116巻 第2号106




